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職業分弧

委員会

鈩饗，橇…鏡…きようの例会………、
$第868回平成12年9月12日（火）
監響壷………………響…饗…琴…』

ワイワイ例会

愛知厚生年金会館18時～

戸へ

|伊豫田幹事報告
霧…繕響…"先週の記録｡……鴬;第867回平成12年9月5日（火）
瑳響,猿ｼ琴《榎ｼ響,侭尋,雨雲示湾病禦ボラ琴‘,怠娯,侭評侭騨‘蔬勢,-響｡慧蝉戸倉‘,ﾎｯ雀‘,壺醸

l .*I:|例会終1'後、理覗役貝会を開催致しますので

理小役員は2階橘の|H1にお集まり下さい。

2．次|回|例会は午後6時よりL〔ﾉ'三年金会館似胤のlAjに

て、 ‘怪装・ノーネクタイでの夜|H1例会となりますの

で、埜間の例会はございません。

3． ロータリーの友9月号とガバナー月信が来ており

ますので、お帰りにお持ち下さい。

4 ‘財剛奨学ﾉkのII』村るりさんが本日午前911#の便で

成田経由パリにご出発されましたことご報箇致し

ます。

囹"君が代”“それでこそロータリー”

囹出席報告

会貝 71(65)名 出府 54名

出席率 83.08%

前々回 8月22H (修正出勝率)98.39%

認ビジター紹介

名古屋名北RC会長 阿部美男君

〃 幹事 池野肺l1召君

他3私

露ゲスト紹介

米山奨学生 ウディン名

囹今月の会員誕生日

谷口君(9/5)、 三好君(9/6)、吉田(節)君(9/23)、

大口君(9/26）

錫新入会員紹介

1M参加のお願い

名北RC会災 lli'l部美ﾂ焔

′′ 幹那池l!1;繩昭澗
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本Hは没砿なおllf間をいただき､IIIし訳ありません。

11月301 |の1Mでは千繩さんは全興登録とlijlい感謝

しております。

11月は、 l8I_1 191_lが地Ⅸ大会、 301二|が1Mと続きま

して、何故、 1Mが例年より171まったかとLI Iしますと

私共クラブでは来年31-1に刺立20ﾙ1年を迎える為、勝

手ながら1lFIとさせて頂きました。ご迷惑をおかけし

ますが、よろしくお賊い致します。

永 ノ|： 勝

昭和17年2月25n

㈱名古屋三越星ヶ丘店

千種区星ヶ丘元町l4-l4

TEL783-llll

FAX783-3390
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漁泰年瞳議長テーマ 維細ば廊繼紙を胸用'して，おります。



所に勤めております。次ﾘ}の'liイスを作る時、 111度

作っても仲々こちらの希望が理解してもらえず、不満

足な思いをした経験があります。現在は大分良くなっ

たと|ﾙlいておりますが、彼ははるかにl4l分の希望に合

う'I$が出来るとアメリカ製を使川しています。イスの

クッション ・つをとっても全然述う様です。介i瀧保|晩

が動き出しましたが、陳'祥街のu線に合わせた行動の

徹底こそ大切であると思われてなりません。

’
1 藤堂君会葬お礼挨拶

父の葬儀の際には絡別なご配噛を1頁き、ありがとう

ございました。肺炎を併発し、 2週間位で退院の予定

が段々悪くなり最後には心臓に負担がきて亡くなりま

した。亡くなるとは思っていなかったのでつらいです

が、 これからも 。唯懸命頑張りますので、宜しくお願

いします。

|新世代月間に因み囮バナー紹介(石黒正則君) LUFTBRUCKER.C

.…詞
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尾関会長挨拶

先日と云っても2ヶ月穏前の'I；ですが、プレジデン

トと云う雑誌で存l i l満と云う人の記事をI読み、 ｜瀧演録

をテープで聞きました。御承知の方もあるかと思いま

すが、彼は難病の進行性筋ジストロフィーに侵され、

首から下は全く動かず、他人のサポートなしではH樅

生活が出来ない、，liイスに頼る雌砿度の障宵荷ですが、

お||着せの医療や福祉の現状にキッパリ異議をIIIIえ、

自ら陣頭指揮をとりつつ、 「顧客が逆指名し我々もも

うかる」ビジネスを標傍して介誰革命にいどんでいる、

いま全国の医療、隔祉、介護の関係荷の間では知る人

ぞ知る、ハンディネットワークインターナショナルの

社長であります。彼はこの会社を1991年に興し、 III

イスを始め介護川の機器の開発や、医療法人の総合経

営企1曲i、シルバーライフをコンセプ|､にしたI11I-おこし

プロジェクト、高齢者向けの<f宅配食サービスを行っ

ていますが、その一番の特長はその商IW淵発とコンサ

ルティングを東京海上を始め、 トヨタロ動卓、 1 1本エ

アーシステム等大手企業と組んで共Iril開発し、全l 'il

130社のディーラーで販売するネットワーク経営にあ

ります○私が彼のすごいと思う噸は、 20才代で進行

性筋ジストロフィ－と診断され、徐々に足が動かなく

なり、手が動かなくなり、遂に荷から下は全く動かな

い状態になり、将来は更に顔の筋肉まで陵されるだろ

うと云う事が分っていながら「失くしたものを勘定す

るな、残っている機能を120%活性化すれば社会参加

も出来るし、ゼニも稼げる」と云って年にlOOIillの識

演をこなし、 rlらテス|、台になって噸イス等の,ﾙ,発に

参加している種種さであります。もちろん彼の活雌の

蔭には夫人の心|司体のサポートがあるのですが、そ

れにしても、大阪弁での彼の迫ﾉjはすごい｡我々を圧

倒させるパワーがあります． 「僕は竹から上は商売人

です○首から|〈は皆様がおIIt話している!賦度の浪たき

りのお年寄りと紺です。 ●人では何もできない介I瀧

保険で云えば要介縦5を超えて10位かも知れません。

ですから首から下はお客さんと云う．､f場で、陣'$if片の

立場から提案させてもらいます」と云っています。

実は私の次男は大学4年のll!寺に交通躯故で脊髄に枇

傷をうけ、一級の身障者となり、卓イスのﾉﾋ活をして

おります。榊故の後、鮫初に先ﾉkから「一生立てない」

と云われた時にはI~|の前が奥っI1I,fになりましたが、お

|蔭で立ち祓り、大学を卒業後、結婚もして現在は'li役
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囹二村新世代・インターアクト委員長

私は、 インターアクト委典長として地|><WT11t代委幽

艮会雛に出嚇させて噸きました。

"2760地|型には、名古膳東ロータリー、名古嶬昭

和ロータリーと私共、名占屋T･繩ロータリーが、ホス

トクラブをさせて頂いている、桜花'¥:隙|高校インター

アクトクラブを始めとして、 15インターアクトクラ

ブがｲ,･り、それぞれのホストクラブの委興踵又は代理

の方が,ill席され、総名12名の方々の出職でした。

各ホストクラブより、活動報併現状報i!7或いは、

不lﾘ1点の衝問群が為されました。

各クラブとも、活動､鮎!iについては、 インターアク

トクラブが、各学校のクラブ活動又はI司好会として活

動している為、その活動に|､l･いては、各学校の職問の

先ﾉkにお任せして、特にインターアクトと一緒に何か

活動をしているとの報i!1はありませんでした。

ただ、 インターアクトの例会にIII附しているクラブ

が．つ、 きつありました。

荻本地Ⅸ姿j』長からも、 インターアクトは、職問の

先ﾉkがお兇えになり学校サイドの'1州fもあるので、そ

の点を号瞳しなければならないとの兇解を述べられま

した。

他には、符クラブとも会幽数の減少にI水|って兇えま

した。

その他、荻本地lX委興災より、海外研修派巡学生に

ついて経過やI説Iﾘlがありました。

インターアクl､クラブの会興激によって測り]%てて

いるとの『|iでしたが人散が現在14名の桜花'1を|常l尚校

のことが気になりました。

岐後に、各クラブの委幽良、征191が災い方が多いよ

うで、地区姿幽及も、 クラブ瀦雌しで、 ll,'il人名のみで

呼ばれて会,縦が進み、橘緋も雌く、 どの人が何処のホ

ストクラブかも，解らずに終わって終いその点が少し

残念でした。

へ
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囮伊藤新世代副委員長 米的な考え方と、従来の日本的な考えのどちら

を、現在、日本が目指しているのかわからない。
以上報告させて頂きます。

囮水谷ローターアクト副委員長

‘藩f，

‘正 1

輪
癖．

I

新世代委員長会議に副委員長として出席致しました。

各、ロータリーの新世代委員長が提出された方

針・計画書の中から、ユニークだった、 5ロータ

リークラブが発表を行いました。

☆半田RC

、半田市内の5つの中学校生徒を半田RCメンバーの

職場へ勤労体験学習をさせる。

・教育委員会・校長会・学校・生徒．ロータリアン

が一体となり体験学習後の意見を聞く。

☆尾張中央RC

・民間授業の実施中学校でlクラス全員を対象に、

ロータリアンが学校へ講師として出かけ、生徒と

ディスカッションをする。

(活動報告）

子供達は大人に対し、興味を持っているが、大人

達は_~-.歩引いているのではないか？ 彼達を理解し

ようとする前に同じ場所･ I司じ距離・同じ目線に自

分達をおき、色メガネを外すこと。

石原東京都知事の意見を考えてみる

挨拶をする。他人の子でも叱る。目上の人を敬う。

体験の中で鍛える。家庭で－．日の出来事を話す。

☆名古屋名南RC

・愛知県警察少年課と連携し、青少年健全育成シン

ポジュウムを開催する。

･ 11月14日愛知県芸術劇場大ホールにて少年補

導委員・中部5県の青少年・警察ボランティア．

警察関係者･RC関係者の参加。

俳優東野英心氏のパネルディスカッション。

☆岡崎RC

・米山奨学生の次点だった人の援助。

、インターネットのホームページでRYLAの新規メ

ンバーを確保。

、会報とは別に、月間会報を出し、RYLAの新規メ

ンバーを確保。

☆西尾キララRC

． 「学校崩壊」をテーマに、PTAの人と協力して学

校の巡回をする。

、西尾市内の小・中学校の先生100人を対象として、

－．泊教育研修会を実施。

(活動報告）

①中学生の先生に対して、小学生の先生の認識が

欠如しているように思える。

②幼児期のしつけが出来ていない。

③快適な社会生活、物資の豊富さなどを目指す欧

K

第2760地区新世代委員長会議に二村新世代委員

長・伊藤副委員長とローターアクトとして111本委員

長の代理として私の豈人で会場のウエスティンキャッ

スルに出席させて唄きましたので、RA委員長会議に

ついてご報告します。

青木RA地区委員長から今年の活動に関する問題等

のアンケート用紙を各RCに郵送したものをRA会議

に提出する事になっていましたが、どのように記入

したらよいか分からず、当日持って行くことが出来

ませんでした。RAのアンケートは現在RAC会員数は

何名であるか、年会費・入会金・その他の‐一般会員

が必要な費用など年間にどれ位かかるか本年度の

活動で特に力を注いでいること又問題となっている

ことが何か、その解決のため、どのような努力をし

ておりますか、 またどのようにすれば良いとお考え

ですか、そのためRACとしてRCなどにどのような期

待をしておりますか、それはRACからRCにどのよう

に伝えてありますか、会員増強を行う上で今、何が

障害となっておりますか、RACとして会員増強につ

いてどの様なやり方が実践的で有効と思っておりま

すか、RCとしてどのようなやり方が会員増強に対し

て有効でしょうか、その為、RACとしてRCにどのよ

うな協力、支援を要望しておりますか、本年度は

ローコスト迎営が地区RAの方針となっております。

l .現予算で活動が維持できていますか、その場合、

何が問題になっておりますか 2． ローコス|､運営

ということから、削減したり工夫できることは具体

的に何がありますか、などがアンケートの回答を記

入する内容でした。私は名城RACの会員数も知らな

い、RACの例会も出たことがなく何も分からなく同

答することが出来ませんでした。各RCのRA委員長

か代理の方々が30数名の出席がありました。アン

ケートのI可答をされた方は15クラブでした。回答者

のみ内容説明があり、回答されたRCの方は本年度の

RACの活動について問題となっているのは会員哨強

で、会員墹強を行う上何が障害か年会費及び-．般会

員の会賀、RAC会員の年齢制限･RCがRACの活動

を＋･分に理解していない、RC･RACも同じように会

員増強に苫労しています。RACには、 まだまだ多く

の問題があり、ローコスト、活動・経費があります。

へ
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囮9月度理事役員会議題（9/5）

1 . BIGドッジ20001Nナゴヤ大会協力金の判

2．職場例会・優良従業員表彰の件

3．諮問委員会開催の件

4．指名委員会開催の件

5．新世代委員会活動の件

積極的に関与し運営活動の指導が必要である。青

木地区委員長が最後に各RCのRA委員長は副委員長

及びRA委員の2年間を行うことが理想であるとおっ

しゃっていましたが、委員長会談に出席し自分なり

に色々考えさせられました。以上ご報告と差せてい

ただきます。

.~r一~ ~畷､二可司ボ~ ~ヅクス~； ： 卜竃、夕、'、〃、〃、"、夕、"、グ、ｸ、"、夕、伊、"、"､〃、ク､!
／
、

ｸ、J、夕、夕舎、夕、夕、夕、'、ｸ、夕、"､ｸ、ｸ、夕、夕､グ､、
グ

／ 〈

;名古屋名北RC会長阿部美男君 りがとうございました。 大谷和雄君尾関武弘君ヌ
メ 束名古屋分区のIMの宣伝にお 浅井誠寿君 鴬谷龍男君佐久間良治君；
;邪魔しました。 本クラブ名と文字は述いますが 佐野 寛君鈴木正男君；

焔古屋名北RC鵜池野輝昭君 秋鑑繍轆し鯨鮭が 書人経昭君和田正敏君；田部井良和君竹内眞三君ゼ
ラ 今年度東名古屋分区1M、貴ク

ララブの全員登録に感謝して！ 山田壽勝君 山本英次君吉田 玄君§
〈

§永井勝君 黒野清宇先生、八高会記念誌に 9月7nは白露です。 〈
； 新入会員です。よろしくお願い 「やまはるか くもうかび」の題 三好親君大口弘和君 〈〈
；致します。 字の御揮毫、まことにありがとう 会員誕生日祝い。 〈／
＃藤堂至正君 ございました。 林哲央君 ／
； 父の葬儀では本当にお世話にな 二村聰君 9月7日は白露です。会員誕生；

〉
；りました。 地区新世代委員長会議の報告を 日祝い。 ノ

ミ秋山茂則君 させて頂きます。 谷口優君 〉
; (NHKラジオより） 石黒正則君 司法改革への著名御協力ありが；

； 九官鳥やオウムは人の言葉を上 ドイツハノーバー万博に行っ とうございました｡会員誕生日祝い。；
2手に真似ますが、鳥は中々物真似 て来ました。 笹野義春君山本眞輔君 §
；がうまいそうです。山で季節はず 足立一成君福井 章君 夫人誕生H祝い。 ；

〉；れに鴬の声を聞くことがありま 萩原喜代子さん伊原正躬君 小林明君 ／

きす。あれは百舌の物真似だそうで 池田 隆君伊藤健文君 9月7Rは白露です。夫人誕生ミ
ラす。これは初耳でした。私も物真 神谷幹雄君加藤重雄君 日祝い。 ／

／

〉
；似で一曲唄ってみましようか。 加藤大豊君河村政孝君 鈴木理之君 〉

2きっと皆さんウットリされると忠 菊池昭元君小山雅弘君 萩原さん、季楽会大変楽しまゼ
ジいます。 小坂井盛雄君黒須アイ子さん せていただきました。夫人誕生；
；池森由幸君 牧野登志子さん柵木充明君 日祝い。 〉／
／ 一昨日、ルシアナが水野様宅へ 宮尾紘司君水野民也君 〉
；引越しました｡2ヶ月半でしたが、 水野賀續君森 幸一君 ｜＊ 合計子 ｜ ；
；お互い良い刺激になりました。あ 西川豊長君西野英樹君 l 123,000円 ｜ ミ

ノ

ノ
ヘヘヘヘへ,、ヘヘヘヘ,、ヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘ,、へ,、へへへへへへ,､ヘヘヘヘヘ,、,、へ,､へ,、へ,、ヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ,、,、,､『

へ

へ

〆友愛の雑談より
「芸術的カラオケ健康法」

最近カラオケが下火になったと聞く。一時は大変
なブームでスナックやバーばかりでなく、専川の部
屋をいくつも備えた店までできた。当地名古屋では

昼間の喫茶店にまで普及し、 コーヒーにカラオケな
んて取り合わせで繁盛している。

私は上手くはないが唄うことが好きで、夜になる
とよく出掛ける。そして、毎年誕碓日に自分の歳の

数だけ唄うことに決めており、今年も72曲唄った。

私は質より量の方で店に行くと30曲ぐらいは唄う。
ただ難点は側にいる人達を楽しくさせていないよう

だ。誕生日のときなど、三番まで唄わなくても一番

だけにしたらと他人から云われる。
また、唄い方が他人と少し異なる。オリジナルと

いうか自分流に小節を変えるとそれなりに楽しく唄
える。聞き手は、急に聞き慣れない調子に変化する
ため、違和感が生じ不快感を催す人もいるようだ。
、

、

芸術とは人の心を揺さぶる文化現象というから、 さ

しづめ私の歌は芸術とは云わないが、人の心を揺さ
ぶる分だけ芸術的だとI嘘ぶいている次第。

深く息をI吸い腹から大声を出して唄うことは快適

そのもの。歌を唄うことは深llVl吸に近い運動をする
ことで､細胞の代謝に必要な酸素を大量に取り込み、
体のすみずみまで行き渡らせ、 ‐2酸化炭素を体外に

放出させる。呼吸と血液の流れは相関的で、深呼吸
は血流を促進し、細胞代謝を活性化させる。そして
腹も減る。全く健康的である。私が歳よりも若く見
えるのはその為か。

歌手には淡谷のり子､H1端義夫など長寿者が多い。
さて、最近の世の中、政治、経済、学校、家庭など、

私の歌みたいな芸術的なニュースが目立ちます。嘆
かわしい限りです。カラオケでもって吹き飛ばして
やりたいですね。

秋山茂則
ノ

囮次回例会（9月19日） 講演“進化するロボット，，名古屋大学大学院工学研究科大熊繁氏（紹介黒須さん）
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