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進んで行動をCREATEAWARENESSTAKEACTION
2000～2001年腱RI会長フランクJ･デブリン

No. 12 意 喚識を起し

『|flﾉﾘの災害、火災、救急ですが、昨年のケースで申

し上げますと、火災は一年を通し1.200件発生してお

り一日、3.5件となります。救急件数は73,000件、－

1]200件。これからは商齢化もあり、 2010年には市内

で約10万件になるであろうと予想されており、消防関

係としては今後、救急の増隊や行政を充実していかな

ければと思っています。 9月11H､ 12日の集中豪雨は

市政施行以来、初めて第4非常配備態勢を取って対応

しましたが、残念なことに西区・天白区を中心に大き

な被害が出ました。千種区でも床上浸水が59棟報告さ

れました。まだ台風のシーズンが去ったわけではござ

いません。これからも災害対応に向けて署員が一丸と

なって努力して参ります。

最後に、皆様のご健康と今後益々のご発展を祈念い

たしまして挨拶とさせて頂きます。
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囮出席報告

会貝 71(64)名 出職 50名

出啼率 78.13%

前々回 9月12日 （修TE出"if率) 98ルl%

囮ゲスト紹介

名古屋市干獅消防署 署長 mrl! 辰雄氏

名古屋名城RAC 副会長 吉村lilll信君

名古屋名城RAC 枠事 小群優子さん
名城RAC吉村剛信副会長挨拶’
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1．本日例会終了後、諮問委員会を|；州数しますので

諮問委員の方は牡丹のIMIにお集まり~ﾄさい。

2．次回例会終了後理事役員会をIM1樅致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

3．国際ロータリー年次|芯l際大会がサン・アン|､ニオ

にて来年6月24日から271三|まで開雌されます。参加

希望の方は事務局までご連絡下さい。

4．先日の集中豪雨に伴い、ガバナー蛎務所より災害

義援金のお願いがあり、持ち回わり理小会にて承認

されましたので特別基金より拠出致しましたことご

報告します。
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本日は、名古屋千種ロータリークラブの例会に参加

させていただき誠にありがとうございます。本来なら

ば、会長である浅野がこの場で御挨拶をしなければな

らないのですが、職務の都合にて参加できないことを

お許し下さい。かわりに副会艮である吉村が御説明さ

せていただきます。

まず始めに、前年度名古屋名城ローターアク|､クラ

ブは、創立5周年ということで地区ホスI､という大役

を仰せつかり、提I唱ロータリークラブの皆様方の御力

と当クラブ会員・人・人の個性とその団結により無事

務めることができたことを御報告すると共に、御力添

えをいただいたロータリアンの皆様方には深く御礼申

し上げます。

今年度、名古屋名城ローターアクトクラブ活動テー

'千種消防署田中辰雄署長より瑳拶
本日はお招き頂きまして、ありがとうございます。

また平素より防火、防災にご理解をいただき、何か

とご支援を賜わりますこと亜ねてお礼I:|:Iし上げます。

私は4月に千種消防署長に就任いたしましてから、

6ヶ月が過ぎようとしていますが、千種区管内の災害

発生状況につきまして今の所これといった大きなもの

はなく、学区・地域・区内の梼様のご協力の賜ものと

感謝しております。
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マは「新爽快展」です。

【新】 とは、新しい風。

【爽】 とは、心にわだかまりがなく、 さわやかでこ

こちよい様。

｛快】 とは、いつも元気で積極的な気持ちになれ、

楽しい様。

I展】 とは、物事が停滞することなく次々に新しい

段階に進展していくこと。また、 させること。

つまり四文字をつなげたこの熟語の意1床は「新た

なる風を感じるということで、いままでのわだかま

りにとらわれることなく、いつも積極的に楽しく自

分を発展させること」ができるということです。ロー

ターアクトは、決して自分を内に閉じ込めておくと

ころではなく、自分の風を吹かせることのできる場、

また、いろんな人を感じ、いろいろな事を体験して

自分を発展させることのできる場。 「いつも自分は、

新爽快展なんだ！ 」という気持ちで、私達ならこの

気持ちをいつまでも持ち続けるはず、 アクト無風に

あらず。

今年度は、 このテーマを基に活動していきたいと

考えております。 またここからのお話しは、 ロータ

リアンの皆様へのお願いになってしまうのですが、

前年度、当クラブは有力なチャーターメンバーが多

数、年令退会したことに伴って今年は、 50名いた会

員が36名からのスタートとなってしまいました。今

年度、地区の方からも会員の超増強という方針が出

ています。私達会員一人一人も、より魅力あるクラ

ブ作りと魅力ある人間になろうということで一生懸

命がんばっていますので、皆様の御子弟、 もしくは

企業派遣という形での当クラブへのご紹介の程よろ

しくお願い致します。

前年度入会しました大勢の新入会員も現在、会の中

心になって活発にがんばっておりますので、今年も

リフレ､ソシュされた名古屋名城ローターアクトクラ

ブに対して皆様の御指導、御轆漣の程よろしくお願

いいたします｡本日はどうもありがとうございました。

後、サッカーも決勝進出でアメリカと対決しました

が残念ながらPK戦で敗れましたが女子マラソンの金

メダル、柔道の篠原選手の残念な結果等、色々なド

ラマがつづいております。

私は先週中国に行ってきましたが、中国でもオリ

ンピックが話題になっています。自国の勝利は大々

的に報道され国民的英雄となります。そこでオリン

ピック開催直前に参加中止になった馬軍団のドーピ

ング問題を話題にしてみました。

中国では、 この問題はあまり大きく報道されていま

せんが大部分の人は知っています。私が意地悪く陸

上競技で前回あれだけ活離したのだからメダルを何

個か取りそこねましたねと云うと馬軍団は何も悪い

事はしていない。 'l! l¥lには古くから各種の漢方薬が

あり大変研究されているので飲んでいる時にたまた

ま悪い結果が出たのだろう。自然の中には色々な強

壮薬があるのでそれを利用しただけだと云っていま

す。事の善悪は別にしてオリンピックが終った後、

メダルの数と馬軍団の評価が中国国内であらためて

されるのではないかと思います。中国各地の雑伎団

には4， 5才位から練習を柚ませた子供達がたくさ

ん届ましてその中より俊秀な子を選んで体操の基本

を教え、 10才位までに本当に催秀な子のみを更に競

技のための副||練をうけさせます。

才能と体格に恵まれた子を全国より集めて訓練すれ

ば日本は苦しい訳だと思います。 日本も最後まで催

秀な成績が出ます事を願って今日は中国より眺めた

オリンピックについてお話しました。
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’ ’二村新世代委員長よりお願い

11月11日（土)、名古屋YMCA主催のチャリティー

ラン(駅伝)に千種RCより新世代委員会の行事として

参加させて頂くことになりました。RAC、 IACの

方々にもお願い致しますが、 ロータリアンからもl

～2名募り、一チーム6人で、一人1.5kmを走ります。

あくまでもタイムを争うのではなく、 ジョギング程

度でチャリティーに参加する予定です‘， 日頃ジョギ

ングをなさっている方、参加してみようという方は

是非お申し出頂ければ幸いです。新世代･RA･ IA委

員の皆さんにはこれからも数々の催しについてご協

力をお願いすることもあると思いますので、宜しく

お願いいたします。

例会変更のお知らせ‘／

名lli屋南RC IO/4(水)秋の家族会の為、

9/30(土)名鉄ホールにて

名古屋みなとRC lO/6(金)ガバナー公式訪問の為

10/5(木)クレストンホテルにて

、名古屋名南RC 10/10(火)ｶﾊﾅｰ公式訪問の為
~、ー

、、
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」

圏ニコボックスは紙面の都合上、次回掲載致します。

圏次回例会(10月10日）

職場例会 日泰寺 ll :30～12 : 30
| 尾関会長挨拶 ’

今世紀最後のオリンピックが開催され、 日本は柔

道で金メダルをとり好スタートを切りました。その

－2－


