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く棚l礼I:|:'しkげる次鋪でございます。

さて私共和合RCには謝楽愛好会という同好会がご

ざいます｡年ⅢllOInl程コンサートへ出拙|､ける訳ですが、

演奏会にはいろいろな繩類があります。一人で演奏す

るソロ、 、皇人となればデュオ、二人はトリオ、四人は

カルテット、 Ii人はクインテッl､そして六人はセクス

テットということになり、セプテッl､、オクテット･ ･ ~

と続き究極はオーケス|､ラということになる訳です

が、人数が多い稀まとまりは大変なことになります。

私共6クラブが永年こうして仲良く合同例会を開催

しておりますのも、それぞれのクラブの特色をお互い

に尊重し、助け合い、ロータリーの奉仕の理想を共通

のI｣的としているからではないでしょうか。

次年度は私共名占屋ｲl1fi､RCがホストさせていただ

くこととなりました。本日ご殻営いただきました東ク

ラブさんを参瀞にして準備を進めさせていただきま

す。次年度の杉木会艮、成[II幹那のもと4月10日（水）

を予定させていただいております。沢山の皆様のご参

加をお待ちIIIしております。

又、次年度は私共のクラブは創立30周年を迎えさせ

ていただくこととなりました。 3rl l3H(水)には30

周年記念例会帷びに式ﾘl↓を|ﾙl雌させていただくべく、

すでに準附が進行II'でございます。外〔クラブさんより

生まれて30ｲﾄ、名占雌ｲll合RCの今後を洲かくお見守

り賜りますようよろしくお願いI:|:Iし_|二げます。

折から只今桜が洲|ﾙiでございます。ここウェスティ

ンナゴヤキャッスルヘの道路のlili側は、又近くの名古

屋城は名~占1f!|i内でも猯折りの桜の名所でもありま

す。桜を愛でる'二l本人の美しい心根を感じる季節でも

あります。せっかくここまでおlHでいただいた訳です

から、お帰りの折には桜兇物でもしていただければと

存ずる次第でございます。
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|名古屋和合RC森会長挨拶’
今IEIは6クラブ合同例会というこ

とで、沢11 lの皆様にお集まりいただ

きました。

この合|司例会は6クラブで順次ホ

スI､させていただく訳ですが、本年

度は私共の親クラブでもあり、或い

はI|l父クラブでもあります東クラブ

きました。加藤会長、水野幹事さん

鱗

名古屋名東RC服部会長挨拶’さんにご設営をIIiきました。加藤会長、水野幹事さん

初め東クラブの皆様に厚く御礼申し上げます。

昨年秋の私共ｲII合クラブがホストとして開催しまし

た第2760地区の地区大会の折には、本日ご参加の全ク

ラブさんが全貝篭録をしていただきました。お蔭様を

もちまして3300名を超える皆様のご参加をいただき、

2011t紀雌後の、そして21世紀への懸橋となるべき地区

大会を|%l雌することが出来ました。これまで直接お会

いして御礼I l 'しtげる機会もなく、本日改めまして厚

名城公|譜Iは、満開の桜と雪柳の花

が符芽のやわらかい緑と調和して、

大変美しく、 まさに春本番と云った

感じであります。本日合|司例会が盛

大に|＃l催され、多くの皆様方と親睦

を深めることが出来ますことを、大

変囎¥しく思います。

末で、税圃の.鵬,附蛎話登録が6.000

蝿
鐸、 ~感
垂グー『幸蛙：

脚て、 この J二l末で
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万台に達し、 iモード契約音が遂に2.0()()万人を突破

したようであります。家族との会話も大､'4がケータイ

を通してのものとなり、岬'1や友人とのI1!I:接の会話や

手紙での通信が著しく減少しております。食榔の時間

が一致しないという理由で、朝食や夕食を家族そろっ

て週に価1以上会食する家庭は激減し、家族がバラバ

ラに食事をする、いわゆる“孤食化現象”はllt界で1 I

本が最も顕普であります。

欧米では夕食は家族そろって楽しく歓談し乍ら食べ

るのが常識であり、アジアの多くの人々も週ｲ〈は親族、

縁者がそろって会食することが杵通であります。そん

な外I玉lの方々に、 I I本の“孤食”をいくら説Iﾘlしても、

理解されない時代になりました。

そんな巾で､我々ロータリアンは、脈週･l''l会食し、

近況を語り合い、歌を唄い、 l'ilじ卓話を聴いて、ほぼ

同じ価値観を共有し乍ら､泰||:活動を典にする間衲は、

今や家族以k、友人以|:かも知れないと思う次鋪であ

ります。この友怡を、 このエネルギーをﾉ,fに、社会へ

の奉仕活動を一暇盛んにし、 ′堤りあるものにしたいと

思います。尤も退会ﾙIIが突然メールで送られて来たり、

また近い将来は、ニコボックスも現金ではなく、プリ

ペイドカードやクレジットカードで支払われるl1#代が

I白:ぐ来るかも知れません。 20111紀型のアナログな形

のクラブ例会もこれからは興亜で、伝統的な良さは残

したいものだと思います~ ･ ･･

鹸後になりましたが、本l l合l'il例会のホストをお勤

めいただきました名IIi屋東RCの拷様に衷心より御礼

中し上げ、ご挨拶と致します。

名古屋昭和RC岩田会長挨拶’

ll"1Iロータリークラブの会艮、嵩

1I1宗雌でございます。本日6ロータ

リークラブ合lil例会の開催にあた

り、この例会のホストをしていただ

いた、東ロータリークラブの梼様に

感謝IIIし上げます。

今、企業経憐をしていく上の理念

l'i足”というIj葉が使われます。職

側、
一
》~

一
置
畢

潮
のつに、 “職容満足”という!j葉が使われます。顧

客澗足度を商めることはとても大切なことです。

私は職容とは‘､お客様.． ということで、得意先その

ものだと思っていましたが、或る経営コンサルタント

の〃によれば、 「客」とはびっくりするくらいの種類

と激がｲl.り、お'存、職客、常連客、固定客、得意客、

・兇容、兇込み客、滞在客……等企業と客との関係を

"III!する必要があります。

まず職客とは、 〔|分の企業の商品やサービスを一度

以| ~興ってくれた人をいい、 、 度LIを買ってくれたと

いうことは、 ・度| |で100%とはいかなくても、満足

を待ってくれたとムって良いでしょう。そしてその満

足腱を11.5めていくことによりそのお客は、 「得意客」

になっていき、強ﾉﾉな関係ができあがってきます。こ

うして ･ 'lil:でも多くの好恵先を作っていくことが、企

業維桝にとってとても大切なことなのです。

もうつ忘れてならないお客に、 ｰ群在容｣、 「見込

み容」がｲ『ります。このお祥は企業の商品やサービス

を買ったことはないけれど、買う｢'1.能性とその商品や

サービスを必要としているお答なのです。こうしたお

杵を確保し、得恵客に育てていくことが、職客満足度

をI1･5めることではないでしょうか。

へ

|名古屋千種RC尾関会長挨拶
本I Iは親クラブであります栢占雁

東ロータリークラブさんのホス|､で

設尚を頂き'l1i例の6RCfi､l'il例会が

盛大に開雌されましたこと心より感

IMII I Iし| :げます。

師年このl1＃期に行われる合l, il例会

は、名TIｧ隈城のI勝の兇'Iﾄな紫色と合

|名古屋東山RC近藤会長挨拶脅篭磯､

llt紀は変わりましても、 このホテ

ルの前、名11i雌城の桜の花は今年も

変わることなく咲いております。

本|~|は、各RCの侍様の多数のご

ﾀI朏厚くお礼申し’げます。

私共、 ル(II IRCも9月で5周年を

迎えます。これもル,iえに、皆様の他迎えます。皇れもIIIIiえに、宙ｲ求の弛

》
《

撰議繊麺 卑畠

わせて楽しみな会合であります。

私共千極クラブは発足しましてから来年で＃il ,>:20

周年を迎えます。記念行~'lﾄの設憐のため唯附を始める

ところでありますが、 20才の成人式を迎えることが

できますﾘﾄは、親クラブさんをはじめ、水|_|ご列li'iﾘの

各クラブさんのご猯導の11ﾘ物と心から感,ill' l'しl ･げる

次第であります。

また、次年度束ｲ'ITIi1謂分|Xの1Mを､'1クラブでお'jI

き受け致す｢Ifになりました。 ｜ﾙIIIMI Iは来年の21 1 14

1-1バレンタインデーをj’定致しております。このI没憐

の為、実行委員会を作りまして準肺を進めております

が、 21~1廿紀殿初となりますので次期ガバナードl1i佐の

ご指導を受けながら11とか新機ililllを川した1Mにした

いと思っておりますので多数の御参加をお噸い致しま

す。 20周年の記念行'liにつきましては準備が盤い次

第ご案内させて頂きます。

本日は年に-.度皆様にお会いできる折角のチャンス

ですのでPRをさせて噸きました。どうぞ'I"I:しくお願

い申し上げます。

むことなき御支援､御ﾊﾙ|,'iの11ﾘと深く感謝'.l 'し'2げます。

{fi'l'洲ではありますが、 1 1木経済は怒涛の波に飲み

込まれそうな状態です。本来、資本if義糀済は、好紫

如もあれば不紫女(もある、 インフレもあればデフレも

あるということは、 l1むを得ません。今、 H本はデフ

レ現象ですが、災いI Iで兄れぱデフレが30年、 50年

と統くわけでもなく、 このデフレ時代も一つの迦過点

と思われます。

戦後インフレ絲済の経験しかなく何をどうして良い

かわからぬ混I乳状態に陥っているのが今の[1本だと思

います。人'Iﾄなことは、 インフレllf代の発想を捨て去

ることです。今・皮、あらゆる問題を俎にのせ、供給

能ﾉj過多のデフレ時代に通川する本物を吟味しlli!冒すこ

とが大切だと思います。に|分のillillIII観、自分のライフ

スタイルを向分らしく生きる、それこそが本物ではない

います。人'Iﾄなことは、 インフレllf代の発想を捨てよ

ることです。今・皮、あらゆる問題を俎にのせ、供維

能ﾉj過多のデフレ時代に通川する本物を吟味しlli!冒すこ

とが大切だと思います。に|分のillillIII観、自分のライフ

スタイルをI鳥|分らしく生きる、それこそが本物ではな(’

でしょうか。
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今、外資系企業への就職、転職がブームだからとい

って付け焼き刃で英語を勉強したところでそれは本物

ではありません。むしろ語学力を使い、自分は何をし

たいか、そのテーマが自分にとって何を満たすか、そ

れを考えなくてはなりません。時代に流されぬ本物の

自分を一刻も早く見つけ出すことではないでしょう

か。しばらくは闇が続くのはやむをえません。しか.し、

その後には必ず輝く太陽が昇ります。日の出の情景を

思い浮かべて下さい。太陽は少し顔をのぞかせたかと

思うと、あとは一気に昇ります。世の中の景気も同様

に期待したいものです。

囮次回ホストクラブ挨拶

名古屋和合RC 森会長

｡………………懇親会‐……………義一
囹乾 杯

元、名古屋第二分区代理(*RC) 尾関重雄君

囮出席報告

会貝 69(61)名 出席 39名

出席率 63.93％

前々回 3月27FI (修正出席率) 100%

囹ビジター数(4/10） 49名

囮ライラセミナー受講者挨拶（4/3分）

桜花学|鴬l高校IAC長屋好美さん

最初は知らない人の中で意見を発表するのが苦手で

したが、段々仲良くなれて少しずつ不安は消えていき

ました。社会人・大学生． ,高校生と違う立場の意見が

|剥けたことはとても面白いと思いました。今回推薦し

て頂き参加したお蔭でいい経験になりいろいろ得るも

のがありました。有難うございました。

|名古屋東RC加藤会長挨拶’
東RCの加藤坂夫でございます。

醇

慰 本日は恒例の6RC合同例会でござ

皆様ご覧のように、名古屋城の桜も今日のこの集い

を待っていたかのように最後のアデ姿を見せてくれて

おります。この時期に、 この会場におきまして、この

合同例会の開催をホストさせていただきますことを、

大変幸運であると存じております。

いずれのクラブさんも、大変ご立派に会員増強を遂

げられまして、また充実した活動をなされております

ことに、心から敬意を表しますとともに、お慶びを申

し上げる次第であります。

また本日は、このように大勢の皆様方にご出席をい

ただきまして、この合同例会を祷り上げていただきま

して、本当にありがとうございました。

現在世の中は、景気の流れが著しく停滞しているよ

うでありますし、またI高齢化現象も一段と進んできて

いるようであります。

ロータリーの分野におきましても、 このような世の

中の流れの影響でしょうか、従来の右肩上がりの時代

から停滞の時代に入ったのではないか、またそれによ

り会員増強も難しくなってきているのではないか、と

いう感じがいたしておりますが、皆様方のクラブにお

かれましては、いかがでございましょうか。

人間も年をとりますと、いろいろと体に不調が出て

まいるようでありますが、私共東クラブにおきまして

も、高齢化現象とそれにともなう動脈硬化現象の現れ

が、なきにしもあらずという感じを抱いております。

しかしながら今後は、皆様方の若々しい子クラブ、

孫クラブに支えられながら、 またそのご活躍ぶりを拝

見し、それを糧としまして活動していきたいと考えて

おりますので、 これまで以上にご指導とご支援を賜り

ますよう、お願いを申し上げるしだいであります。

尚、本日のお食事は、隣の部屋にお移りいただきま

して、ビュッフェ方式とさせていただきましたので、

時間の許すかぎりご懇談をいただきまして、クラブの

ワクを超えて親睦の実をあげていただけましたなら

ば、幸いであると考えております。簡単ではございま

すが、これをもちましてホストクラブの挨拶とさせて

いただきます。

勾竪

桜花学園高校IAC古川純加さん

社会人・大学生が多く最初はしゃべれませんでした

が、食事の時に思いきって話しかけたら皆さん優しく

接してくれて嬉しかったです。分科会ではリーダーの

条件について社会人の方が意見を出し圧倒されました

が私も見習いたいと思いました。セミナーに参加して

勇気をもらったことに対して感謝しています。

囮青少年交換学生水野茂洋君帰国挨拶（4/3分）

2000-2001年度にブラジルの4580地区、 JuizdeFora

と言う町に派過して頂いた水野茂洋です。僕は、この

1年ブラジルに行けたことを本当によかったと思いま

す。 16歳という時期にのんびりいろんなことを考える

ことが出来たからです。そして、 H本以外の1つの国

をしっかり｢知った｣ということです。

僕が大きく感じた3つの事は

l .ブラジルの人と国について

2．大自然

3．世界の中での1つの「l玉l」としての口本

去年の今ごろ実際にブラジルに行って見るまでブラ

ジルって？ポルトガル語って？などと言う感じでし

た。しかし着いてみるとブラジル人はとてもやさしく

て困ることもなく、 1年ブラジルの人々と楽しく過ご

してきました。さて、ブラジルと聞いて思いつくの

は？そう、サッカーとカーニバル。マラカナと言う

世界1大きなサッカースタジアムに3回も行きブラジ

ル人らしく熱狂的に応援して来たり、カーニバルの何

百人にも及ぶ大行進を上から眺めたり、本当にいい思

い出ばかりです。

ブラジルの自然はさすがにダイナミックでした。世

界3大滝の1つ、 イグアス滝！ 広大なパラナ川から

降り注ぐ水量には驚きました。また、ボートで滝のぎ

りぎり下まで入っていって水びたしにもなったりしま

した。ブラジルならではの観光でした。アマゾンには

行けませんでしたが、世界最大の湿原パンタナールは

とても美しかったです。その他にもいろんなところに

全
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の人と話したり、考えたりして思いました。日本人

で良かった。だからこそ将来、 日本のためにがんば

りたいと。日本の中に居たら、なかなか感じられな

い日本の製品の良さ、日本人の勤勉でまじめな性格。

今、僕は日本人であることを誇りに思っています。

千種RCの皆様、今回ブラジルに行かせていただ

いてありがとうございました。

行きました。その中でも僕が特に気に入ったのが

｢草原」でした。草原と言ってもただの草原ではなく、

右も左も前も後も地平線まで見渡す限りすべて草。

そんなところに寝そべっているのが僕は好きでした。

そして、僕が1番強くブラジルに行ってきてよかっ

たと思えるのが「日本」という国を知ったと言うこ

とです。去年の今ごろ、僕は日本について考えたこ

とが余りありませんでした。でも1年間いろんな国

、／

ぷらいむ器楽合奏団ふれあいコンサート（入場無料）

｢心と世代のバリアフリー」(子供とお年寄りのための参加型ｺﾝｻｰﾄ）

この度、城山八幡宮では｢城山八I幡宮御遷座六十年記念事

業竣功記念｣の社会奉仕行事として、音楽ボランティアグルー

プ「ぷらいむ器楽合奏団」との共催にて「子供とお年寄りの

ふれあいコンサート」を開催いたします。槍の香もかぐわし

い新しい社殿へ皆様のご来場をお待ちいたします。

■日時 平成13年4月221: I (日）

午後2時15分開演、午後3時30分終了

■場所 「城1l1八幡宮」 （拝殿）

名古屋市千種区城山町2-88

（地下鉄東山線覚王山駅または本山駅下車5分）

■演奏会内容出演/ぷらいむ器楽合奏団（主宰蟹江一子）

演奏曲/器楽合奏とリコーダーアンサンブル．

コーラス・アニメソング。

よく知られている日本の歌曲‘

ポップス・ラテン･･･etc. (予定）

■招待団体特別養護老人ホーム「極楽苑」の皆さん

介誰老人保健施設「いのこし」の皆さん

「千種区手をつなぐ育成会」の皆さん

「慈友学園」の皆さん

■主催 ぷらいむ器楽合奏団・城山八幡宮

■後援 名古屋千種ロータリークラブ

ヤマハ株式会社名古屋支店

株式会社ヤマハミュージック名古屋
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祥督・西川豊長《

英樹・尾関 武弘；
龍男・佐久間良治；
寛・鈴木理之2

経昭・和田 正敏；
壽勝。吉田 節美；

満開です。 ｜; ※合計学‘ | タ
| 38800円 ﾐ

ﾉ
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§が稲沢署長を云々と連絡；

業した｡歳月､人をまたずを;
ています。夫人誕生日祝い。 』
重雄・小坂井盛雄；

貞夫・鶯谷 龍男；
理之・山本英次＃
眞輔 ；

記念日祝い。 ／
／

正敏 ＞

延生日祝い｡結婚記念日祝い。；
民也 ／

《、ｸ、ｸ、夕、"、."､"、"、"、夕~、夕、"、〃、〃、ｸ、〃、.ｸ、
ノ

／ 〆

2 【4／9分】 小坂井盛雄 水谷 祥督・西川豊長《
；和合RC相羽銀一君 桜満開の良い日に桜見物に三河 西野英樹・尾関 武弘，
； 地区大会に全員ご登録いただき へ行きました。 鴬谷 龍男・佐久間良治；
§ましてありがとうございました。 足立 一成。二村 聰 佐野 寛・鈴木理之ミ

メ浅井誠寿 伊原 正躬．石黒正則 舎人経昭．和田 正敏；
； 宗春の花のお城と眺めたり 伊豫田博明。河村政孝 山田 壽勝。吉田 節美ヌ
タ水野民也 菊池 昭元・小杉啓彰 桜が満開です。 ｜: ~合計学‘ | ；
〉 やっとかめです。 小山 雅弘・水野 賀續 | 38800円 〈
＞ 〈
〉 －－－－－－－－．－－－－=－－－－－－－－－－．－－．一一一.一.一一一.----------------.-.一.一.－．－．－ 〈

； 【4／3分】 新入社員が職場に出社の季節 「幸」氏が稲沢署長を云々と連絡§
;吉田 玄 となりました！ 山崎川の桜も八 がありました｡歳月､人をまたずを；
： おかげをもちまして竣功奉祝祭 分咲きといった所でしょうか、見 実感しています。夫人誕生日祝い。 ミ
；を無事執り行うことが出来ました。 頃になりました。 加藤重雄・小坂井盛雄；
;皆様のご厚情に感謝いたします。 大谷和雄 黒野 貞夫・鶯谷 龍男タ
ミ浅井誠寿 会員誕生日祝い。 鈴木理之・山本英次ミ
ラ 根尾より移植の淡墨桜二世が桑 小林 明 山本眞輔 <<
メ名でまっさかりでした。 なんとか70年生きられました。 結婚記念日祝い。 〈〈

会員誕生日祝い。2淡墨の二世とふ花古樹ぶりに 和田 正敏 〈
；藤田千津子・福井 章 足立一成・伊豫田博明 会員誕生日祝い｡結婚記念日祝い｡ﾒ
ﾒﾆ村 聰・堀江宏輝 菊池昭元・水谷祥督 水野民也 ′〉
2伊原正躬・池森 由幸 尾関 武弘 孫が交換学生として一年間の留ミ
ツ石黒正則・加藤大豊 夫人誕生日祝い。 学を終え、ブラジルから帰ってまﾒ
ﾀ河村政孝・黒須アイ子 池田 隆 いりました。今日は一緒に参加さ；
＃松居敬二・水野賀續 会員誕生日祝い｡夫人誕生日祝い。 せて頂きます。又本日は元、東山2

#成田 良治・西川 豊長 竹内 眞三 植物園長の森田高尚氏の卓話よるメ
タ西野英樹・佐久間良治 私の会長時代に千種警察署の生 しくお願い致します。 ＞＞

;綾。 葺鈴＊ゞ二………藤井職ゞ “崎記念日柵､ ；;舎人経昭・山田 壽勝 んから豊川署長を最後に退職した

#吉田 節美 との挨拶状を貰いました｡先日は く
‘、へ,、ヘヘ,、ヘヘ,､_,、,、,、ハ.,、,、ハ.ハーハー,…,、,、,、,、,、へ,、,、へ,､,、ハヘ,、八へ,、,、,、,、,、,、ヘヘー,、,、,、,、,…へ"、-,、,、ﾉ、,、,､.,、,…ヘヘヘ,、"、,、,、,、"、,、ハピ

囹次回例会（4月26日） 春季家族会（サルティンバンコ観覧） 於：ビッグトップ15時～
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