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意識を喚起し 進んで行動をCREATEAWARENESSTAKEACTION
200()～20()l年度RI会腱フランクJ ･デブリン

No. 1

和田正敏君一ｲ|皇IHIありがとうございました。夢の

[I々でした。

鴬谷龍男君前Iilll会災として楽しく過ごさせて1頁き

ました‘尾|災|会長、 i)'･ i*l･H'lil叩ご苦労様です。ご健闘

をお祈りいたします。

水野民也君柏札入れいかがでしょうかI前年度

100%出Iﾙﾘ、 36年I皇|となりました。 Igl41会長、伊豫田

幹事ご苫労様です.，ご他|州をお祈りいたします。

石黒正則君ごちそうさまでした。

松居敬二君小山科諜慰の溌金集めがんばって下さ

い。尼開会長、伊豫Ⅱl枠』#ご苦労様です。ご健闘をお

祈りいたします。

佐久間良治君6月の三好CCゴルフコンペで10年ぶ

りに優勝しました。尾|A1会災、 IJI･豫IH幹覗ご苦労様で

す。ご雌|胸|をお祈りいたします。会員誕生日祝い。

二村聰君今I 1から新年度。会良、粋事、撤しくお

願い致します。

小杉啓彰君ルシアナちゃんを引き続きよろしく。

尾関会腿、 ｜ｿI･"I1･lil刺Iご.,if労様です．ご腱|州をお祈り

いたします。

山田壽勝君 「二コ」やめて気のおとろえし夕

べかな夫人誕生|~|祝い。

鈴木理之君小山委興長、みなさん・年間ご苫労さ

まです。

鈴木正男君木ｲ|:･度よりSA.A・のお役目を務めます。

皆様のこ．協力よろしくお願い申し|もげます。

菊池昭元君今年度は籾|l鞭を指名されました。よろ

しく年寄りに御協カードさい。

池森由幸君今|:lはルシアナさんをお連れしまし

た。宜しくお願いします。尾関会長、 ｜ﾉl･豫田幹事ご苦

労様です。ご雌ljilをお祈りいたします。

足立一成君浅井誠寿君福井章君萩原喜代

子さん林哲央君堀江宏輝君池田隆君神

崎住惠さん加藤大豐君河村政孝君小林

明君黒野貞夫君黒須アイ子さん牧野登志子さ

ん柵木充明君水野賀縞君西川豊長君西

野英樹君大谷和雄君佐野寛君竹内眞三

罪…………鯵‘』 きようの例会侭…………萄
聰

;第860回平成12年7月11日(火） ，
吟轡‘,ﾐﾗ淫,‘表，勢‘,ﾐﾂ鰹,‘震ｼ淫,嗣鱈‘,侮辱,-津歸診‘,侭塑ボブA；‘,‘領ｼ員‘,戸蝉屏津侭響戸澤侭必

へ クラブフォーラム

(SAA･#ll朧活勅・ニコボックス・会場設営）

矛…………饗’先週の記録。鳶……琴侭…電
;第859回平成12年7月4日(火） 晴；

唯曉塑壼型‘,ﾐ，津ﾎﾗｭ〆’露‘,侭津一参4，‘､ﾐﾂら1,-陰｡《,患’釜‘,-吟‘,《T詞琴〆浮侭跨型｡息’坐侭智鍾農響一

囮"君が代”“奉仕の理想”

錫出席報告

会貝 70(65）名 出席 52名

11'1席率 80.00%

前々li｣1 61 120日 （修正出席率)98.46%

園ビジター紹介 1名

囹ゲスト紹介

青少年交換学zI{ ルシアナちゃん

圏今月の会員誕生日

佐久|ﾊl"(7/4) 、 l l1部)|:君(7/l1)、鷲野君(7/11)

尾|兇I"(7/19)、 ljl･原澗(7/23) 、笹野g(7/30)
一

｜ニコボックス｜
尾関武弘君本年度会艇をさせていただきます“ど

うぞ癒しくおl賊いします。会拭誕化R祝い。

伊豫田博明君皆様の御協ﾉj、御友情よろしくお願い

します(, !IIMI職「ガンバラズ」 「ナマケズ」努めてゆ

きます。WA. WA. WA

宮尾紘司君今fl晶度よろしく、今年度あまり出番が

ありませんように1 7 1 1から2週間カナダに行ってき

ます。昨年度ｲ<忘れた分も含めて。

秋山茂則君緋、片そのむかし、聖徳太子という偉

くて徳の向い人がいました。このお方は朧lを治めるに

何にもましてｲ1Iが大切とお:考えになりました。そして

17条からなる憩法をお作りになり、その中の1条に

‘‘利をもって鰍しとなす”と提唱されております。奇

しくも尼|典|会艮は本年腱の会艮テーマに“和”を打ち

IIIIされました｡哩徳太了･の『I}現とでも云いましょうか。

今年もIIII良くいきましょう｡
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1I 雄紙捗雛關磯を臓澗,して鯖’;"｡ II!豹蒸禦瞳裳握テーマ



’君谷口優君舎人経昭君魚津常義君山

本英次君吉田節美君尾関会長、伊豫田幹事

ご苦労様です。ご健闘をお祈りいたします。

伊原正躬君会員誕生日祝い。

笹野義春君田部井良和君鷲野義明君

尾関会長、伊豫田幹事ご苦労様です。ご健闘をお祈

りいたします。会員誕生日祝い。

三輪康君大口弘和君尾関会長、伊豫田幹事

ご苦労様です。ご健闘をお祈りいたします。夫人誕

生日祝い。

小山雅弘君今年度ニコボックス委員長となりま

した。皆様のご協力よろしくお願い致します。

和田直前会長挨拶

6月26日の最終例会までに、ロータリーに対する

私のエネルギーはすべて使い果たし、 1999～2000年

度のことは先週皆様といっしょに雲の上の会場でケ

ムリのようなバカをしましたから、ほとんどのこと

を忘れてしまいました。そしてシリウスのI」を持つ

ワン公になれたような気分でいます。

私事ですが心に残っている事は、今年の節分会の

時お話をしましたが、私は九紫火星生まれで、 2000

年度はこの九紫火星は、中宮に回座しています。中

宮の易は太極を仮託し良い意味で｢大元気｣、悪く考

えれば「八方ふさがり｣です。のこり半年をなんとか

切り抜きたいと思いますがまじめな会長職も終わり、

普通のワンになりましたので皆様、遊びにさそって

ください。

尾関会長は中学時代の友人のお兄様です。初めて

家に遊びに行きお目にかかった時、友人のお父さん

かと思ったほど威厳のあるおっかないイメージでし

たが、何回か遊びに行くにつれ、我々中学生のレベ

ルに話を合わせていただけたのか、とても気さくな御

兄ちゃんに変身されていました。この2つのイメージ

は今もあるようでとてもたくましい御兄ちゃん親分で

す。あるレストランで、入会したての伊豫田様にお

会いした事があります。その時はまだ面識もなく、

どこかで会ったことのある人だな？いやにおめかし

した男だと思っていました。いつもオシャレで、ダ

ンディーなやさしいｿjの方だと感心しています。ま

た、 ライラの前日から終J'までの演出と気配り、会

場のアレンジとブルゾンのデザインなどに対する繊細

さに心から感心します。宮尾副会長は物事を真っ直

ぐに見るけどダジャレの多い方です。年齢も、尾関

会長と伊豫田幹事の間ぐらいで、バランスは取れて

います。宮尾様とは、昼も夜も長い付き合いです。

なかなかの貴公子ですが、夜になると気功のような

指圧をして人の意識をなくさせることをします。変

な奇行をすることがありますから、幹事様は気を付

けて下さいね。

この3人がそろえば鬼に金棒、 2000～2001年度は

すばらしいと思います。21世紀の幕開けを楽しみに

しています。

｜ 伊豫田幹事報告
1 ．本日例会終了後、 クラブアセンブリーを開催致

しますので担当者は百合の間にお集まり下さい。

その後、理事役員公を開催致しますので理事役員

の方はそのままお残り下さい。

2． ライラセミナー記録諜と今年度クラブ計画書・

クラブ会員名簿が出来ましたので、お帰りにお持

ち~ドさい。

ロータリーの友7月号とガバナー月信が来ており

ますので、合わせてお持ち下さい。

へ

新・旧会長ラベルボタンの引き継き

へ

和田I1罰前会長より、尾関会長に、田部井直前幹事

より伊豫田幹事にそれぞれラベルボタンが引き継がれ

ました。

直前会長・幹事に記念品贈呈

尾関会長挨拶

今日から新年度になり、本年度会長をお受けする

事になりました。貰務の電大さをヒシヒシと感じて

いる次第であります。

昨年度は和田直前会長、田部井直前幹事のもと、

':|' l l lライラ委員長、大谷実行委員長をはじめ、皆様

方の御努力で第8I可ライラセミナーが当クラブのホ

ストで開催され大成功のうちに終了し、何-'一年に一

度廻って来るかと云うこの一大イベントを立派に設

営されたことは大変な成果であったと思います。こ

こにあらためて直前会長、幹蛎に対し、心から敬意

一年間の労と感謝を込めて、直前会長・幹事に記

念品が手渡されました。

－2－



とご苦労様でしたと申し上げる次第であります。

我々新米会長、幹事もこの大きな成果を汚さぬよう

努力していくつもりでございますので御指導の程よ

ろしくお願い申し上げます。

さて、本年度のRIテーマは“意識を喚起し－進ん

で行動を！ ”であります。メキシコ出身のフランク

J･デブリンRI会長は、いよいよ21世紀に入るこの年

度に、私達のクラブで、地域社会で、又私達の住ん

でいるこの世界の中で、進んで行動を起こそうと呼

びかけております。世界の中で適切に対処されない

まま放置されている問題が余りにも多過ぎる。この

ような諸問題について、先ず問題意識を持つ事が、

解決への第一歩である。その上でロータリアンが進

んで行動を起こすべきだと訴えております。又、本

年度2760地区福田清成ガバナーは、デブリン会長の

テーマをふまえて、 5つの地区方針を目標として示

しております。

①職業奉仕の理想の強調と会員増強。

②人口問題への関心。

③自然循環による環境保全。

④道徳教育と明るい未来。

⑤具体的目標。

私としましては、この年度は20世紀から21世紀に

かかる記憶に残る年度だと思います。この意義ある

年度にあらためてロータリークラブの原点に立ち返

り、出発したいと考えております。当クラブの本年

度は“和”をテーマに取り上げました。 1905年ポー

ルハリスが初めて3名の仲間とシカゴで会合を開い

た時に、①親睦を深めよう②お互いの職業をよく知

ろう と云っております。ロータリークラブの原点は

親睦にあると考え、皆で仲良く “和”をもって行動

するよう呼びかけていきたいと思っております。当

クラブは創立以来18年を経過し、 メンバーは少人数

でありますがそれなりにまとまっていると思います。

本年度は対外的には大きな行事はありませんが、次

年度には1Mのホスト、更に2年後にはクラブ創立20

周年の記念行事が待っております。その準備を本年

度より次年度にかけて始めていかねばなりませんが、

''和!'の精神でまとまったよりよい”千種ロータリーク

ラブ”を皆さんと共にめざしていきたいと思ってお

ります。それから先日もお話を致しましたが、本年

度は例会を禁煙にしたいと思っております。愛煙家

の方には一時間の例会中の事ですのでご辛抱下さる

ようお願い申し上げます。取りあえず半年間やって

みまして、その後又どうするか考えていきたいと思っ

ております。又、皆さんの御意見により、昨年度は月

末の最終例会が夜間例会でありましたが、本年度は

昼間の時間に戻して行う予定であります。尚、友愛

の日としましては、そのまま立食形式で進めたいと

思っております。この一年間の皆さんの御支援と御

協力を心からお願い致しまして本年度最初の会長あ

いさつとさせていただきます。

|舎人前出席委員長より皆出席報告
お手元にございます皆出席者表をご覧頂き、お帰

りに記念品をお持ち帰り下さい。又、山田壽勝君が

ホームクラブ100%出席をなさいましたので、ホーム

クラブ皆出席記念品をお渡し致します。

｢-1999～2000年度100%出席者一司

' 36年(1名)水野民也
i 18年(4名)加藤大豊~菊池昭元~三輪康~ ’

' 17年(6名)雛謡~宮尾紘司~成田良治~ ，
大口弘和~佐野寛~和田正敏~ ’

' 16年(7名)青山敏郎~堀江宏輝~松居敬二~ ，
大谷和雄~尾関武弘・鈴木正男･ i
竹内眞三

i 14年(2名）小林明．吉田節美
i 13年(1名）西川豊長
i 12年(3名）浅井誠寿．黒野貞夫．鷲野義明 ，
i 11年(4名）小山雅弘．中山信夫．鈴木理之･ |

山本眞輔
i l0年(3名）西野英樹．佐久間良治．魚津常義，
’ 9年(1名）小坂井盛雄
i 8年( 1名）小杉啓彰
i 7年(1名）鴬谷龍男
i 6年(1名）伊豫用博明
i 5年(4名)足立_成~河村政孝~三好親~ ｜

田部井良和

’ 4年（4名）二村聰．石黒正則．舎人経昭． ，
吉田玄

l 3年(1名）谷口優

’ 2年（3名）萩原喜代子．伊藤健文．黒須アイ子，
’ 1年（2名）加藤重雄．山田壽勝
|ホームクラブ100%

（1名） 山田壽勝

敬称略！
L.一__~一…----..--.___.____--. .---.--.----.-------．-- |

一

i-‐‐------- 第141回ゴルフ会成績 ----------司

三好C.C.西コース 6/28(j<) |
| RANK NAME Out ln G HcpNET !
｜ 優勝佐久間良治 48 47 95 15 80 1

1 2位石田喜容子 51 47 98 18 80 1
1 3位加藤重雄 50 53 103 20 83 1
1 B B 河村政孝 55 53 108 19 89 1

（参加者8名） ’
' ---－－－－．－－－.-.--.---.-.--.---..--‘－－－－－－．－－ .__－．－ ＝ －－－＝ 1

三一

例会変更のお知らせ／ 、

名古屋北RC 7/28(翁第1回IDMの為、 7/27(木）

トライアングルブルーにて17時30分～

名占屋空港RC7/31(II)クラブ創立記念夜間例会

の為、 18時～
、 ノ

囹7月度理事役員会議題（7／4）

1 ．守山RC会員移糀の件

2．諮問委員会報告の件

3．親睦活動委員会報告の件

4．出席免除の件

－3－
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2000～2001年度会長賞
会長賞受賞資格を得るためには、以下に列記された

9つ(各分野でBつ)の奉仕活動を完了してください。

ロインターアクトクラブ､ローターアクトクラブ、＝あなたのクラブで＝
またはロータリー青少年指導者養成プログラム

ロ新会員の勧誘に的を絞ったロータリー・セミナー (RYLA)の行事を組織する。

を開催する。あなたの地域社会から、あなたのク ロ犯罪と暴力の一掃の焦点を当てたプロジェクl、

ラブの全会員数の過半数以上に当たる、あるいは を後援する。

最低30名の有望な会員候補者を招待する。 □AIDS教育の地元プログラムを後援する、また

口公共報道機関を通じて、新会員の勧誘に的を絞っ はプログラムに参加する。

たロータリー・セミナーを推進する。 口少女と婦人の教員に焦点を当てて人口問題に対

口今年度に最も多くの新会員のスポンサーとなるク 処するプロジェクトに後援する。

ラブ会員を表彰する。 口親たちに親の責任の重要性を説くプロジェクト

ロ地元報道機関と定期的に連絡を取って、地域社会 を手掛ける。

でクラブの奉仕活動を強調する。地元の新聞に特 □あなたの地域社会で恵まれない人々のグループ

別のプロジェクl､ 、行事、優秀なロータリアンに を援助するためのプロジェクトを後援する、 ま

関して付録やニュース・ リリースを放せる。 たはプロジェクトに参加する。

口移転するロータリアンが新しい地域社会でクラブ pあなたの地区が推進する特別の強調事項を支援

に入会できるよう援助して、ロータリー会員の退 する。

会を防止する。

ロロータリー趣味~職業別親II粥動に的を絞ったク ＝私たちの世界で＝
ラブ・プログラムを|刑雌する。

口世界中の人口および開発問題に対処するため
口優秀なクラブ会員に四人奉仕部門功労者資を授

に、少女と婦人の教育を援助する。
与する。

口他の地域社会の恵まれない人々のグループを援
口各会員に、現在ロータリー・クラブの会員ではな

肋するために、零細企業への貸し出しプログラ
い専門職務に桃わるI司僚にロータリー雑誌を1部

ムを後援する、またはプロジェクトに協力する。
ずつ配ってもらう。

口眼の保養および失明回避プロジェクトに着手す
口会員に出版物、RIウェブ・サイ I､ 、実行グルー

るために、他の団体と協力する。
プなどRIから入手できる資源に関して知識を与

ロポリオ・プラス・パートナー・プロジェク|､や
えるための会合を開く。こうした街源のいずれか

全国予防接種日に参加する。
を入手、利用して、何らかの役に立てる。

口資金、寄贈品、 ロータリー・ボランティアを
□あなたのクラブの会員を多様化する。あなたのク

送って、世界社会奉仕プロジェクト交換に登
ラブに以前は存在しなかったグループから少なく

録されたプロジェクトまたは災害救援活動を
とも1名の新会員を推薦する。

支援する。
□あなたの地区が推進する特別の強調事項を支援

ロロータリーの国際性を体験するために、研究グ
する。

ループ交換またはロータリー友情交換プログラ

ムに参加する。

＝あなたの地域社会で＝ 口若い人の可能性を広げるために、ロータリー青

少年交換学生を派遣または受け入れる。
□あなたの地域社会の眼の保養プロジェクl､で他の

口飢えに苦しむ人々に食糧を提供するプロジェク
団体を支援する、 またはその団体と協力する。

卜を支援するために、財団の同額補助金を獲得
□あなたの地域社会で障害を持つ人々に雇用の機会

する。乾燥食品の利用を検討する。
を見つける。

ロロータリー財団の将来を長期的に確かなものに
□あなたの地域社会の零細企業貸し出しプロジェク

するために、新しい遺贈寄付を最低3件確保し
、 卜を後援する。

て、恒久基金の開始を支援する。
口飢えに苫しむ人々に食繼を提供するプロジェクト

pあなたの地区が推進する特別の強調事項を支援
を支援する、またはプロジェクI､に参加する。

する。
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