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はこのクラブに在籍中みなさんに大変かわいがって頂

き、時にはアドバイスを頂いたり、仕事を頂いたり、

ロータリーバンドに参加したりとアットホームなおつ

きあいをさせて頂いたことです。

今後もこのアットホームな雰囲気が続いていかれま

すよう期待しております。

クラブの今後益々のご活躍とメンバーの方々のご健

康を祈念し、退会のご挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。
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|田部井幹事報告囹“奉仕の理想”

囹出席報告

会 員 70(68)名 出席 56名

出席率 82~35％

前々回 6月29日 （修正出席率) 100%

囹ビジター紹介 3名

圏ニコボックスは紙面の都合上､次回掲載と致します。

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､担当の方は2階橘の間にお集まり下さい。

2．次回例会は27日(火)で、今年度より最終例会は夜

間友愛の日となりますので、お間違いのないようご

出席下さい。

｜和田会長挨拶｜

｢812回の例会の挨拶から、私の専門的な話をする予定

です。今回は、最近日常生活の会話の'ｷiでも使われる

医学用語インフォームド・コンセント [Informed

Consent]について話したいと思います｡」と考え原

稿を書き始めましたが、その前に、これから毎匝l挨拶

がある事を思うと準備に大変だ！ 今までの会長さん

が|嘆いていた事を思い出しました。ロータリーの会長

は挨拶する事が大事な仕事の様ですから？ とりあえ

ず､私が好んで壇上に上がってはいないこと「なぜ？」

について話します。

私の職業は医者です。人と話をする事が大変重要な

仕事です。医者は聴診器を首にぶら下げて患者様と1

対1で面と向かって話をし、お互いが充分理解できる

まで落ち着いて話し合い、 ll寺にはヒソヒソと話す方法

を得意とします。しかし、こんなに沢山の人前で話を

する事は大変苦手です。又、嘘と思われるかもしれま

せんが？ クラブとかバーで、横に座った美しい人と

一般的な会話をする事も苦手です。その場で聴診器を

ぶらさげて正而で話しができるならば！ すべてOK

かな？ そうなると大変な事になりますよね！

医学部の講師をしていた時は、多くの人の前で話し

てもあまり緊張しませんでした。何故か？ 学会等で

’水野(賀)SAAよりお願い

今年度SAAを務めます水野です。

SAAの役割りとして、毎回食事．懇親のll寺間は大

変利やかに活発な会話はけつこうな事だと思います

が、会長スピーチ・ゲストの卓話．委員会報告等が始

まりましたら、是非静粛にして頂き、秩序のある例会

にして頂きますよう、年度の始めにあたりお願い致し

ます。

へ

木原君退会挨拶’

大変残念ですが、 6月末で退会させて頂くこととな

りました。

支店の支店長として平成9年10月に入会させて頂い

てまだ1年8ヶ月しかたっていませんが、昨年4月に

本社へ転勤し業務上、出掛けるのが難しく、また会社

の運営方針もあり、この度千種RC始め、東、南、名

駅4RCから本社の会員は退会することになりました。

しかし、まだ県内始め全国にはロータリアンとして

残っている者もおりますので、今後とも名鉄観光を宜

しくお願い致します。

私がクラブに入会して感激しましたことは、例えば

会社組織は“たて関係”というものがありますが、私
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でj!f生年金会館に決定しました。松居敬二さんに!lif'lf

をお願いし､宴会場を松楓閣とさせていただくことで、

枠‘〃､宴会場が決定し､事務局は東クラブから大lllさん

にきていただき､すべてが決まってほっと致しました

会興の確保については東ロータリークラブのご支援

を受け、 26名の方が入会されました。

そして1()1119口厚生年金会館の講堂でチャーターナ

イ｜､を行いました。チャーターナイトでは会興の人退

場の1悠列に配脳し、轤然と行われ、アトラクションと

して、外| ||雄三指揮による名古屋フィルハーモニーの

#i鵬のもと、 ロータリーの歌を合昭しました。非常に

珍しいことでした。このようなことは未だ他のクラブ

ではｲj:っていないと聞いております〔，

また、食『IFをコーヒーブレイクにして経鷲のi'ill減も

I叉|りました。

会艮を1年で退任し竹内眞二先生に就任していただ

き、新しいクラブの運営が始まりました。

以降については皆様十分ご承知のこととがじますの

で削愛させていただきます。

発表をするIIfは、 スライドを使い、会場は暗く人の顔

も見えません。スライドを指しながら原稿をll処く読
めばよかったのです。専門の医師ばかりが集まる会で

すから、聴衆は話のIﾉ1容が理解できなければ質問しま

す。発表が|開l述っていれば、質問された時に訂ifすれ
ばいいので、楽な気分で発表が出来ました。 1986~

1987年度の加藤敏H会長の時は、得意なスライドを使

用してよく州について話をされた事を思いだします。

大学でI淵侭をしていたllf (100名稗の生徒の前で授

業をするllf)は、 』;IF1II1的な禰溌で、生徒もその知識を

学ぶためにIII!解しようと努ﾉJしますから、ポイントを

しっかりとi刑すIIiでした。生徒の成絃が悪くなると少

し私も,|脚む』liがありましたが、 「先ﾉ|更の荊義がド手で

教え方が想いのではなく、 ノk徒の理解ﾉJが無いのだ」

と思う様にしますと、少しは気分も楽に成ったことを

思いllⅡします。

私が学生の咳は、 i祇義の下手な先生の授業の時はI11}

|眠りか、隣の人と話すか、出て行くか、要は、先生を

無視していました

こんな』#を琴えてしまうと、祷様の前で何を挨拶す

るか大変悩みます一年間しんぼうして聞いて下さる

様お願いします《，

今年度は、私の挨拶を含め、スピーチは原則的に

我々の会興の話です。卓話される方は、会場から、 も
し賀間があれば梓えていただきたいと思います。
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以前、シカゴ・エバンストンのポールハリスの蔀務

所に参りました時に、五百I 'I札を置いて来ました。あ

ちらでは、紙幣を入れた大きな額がありまして、私の

持参しました五百l'I札も中に入っているはずですの

で、お近くに行かれましたら、お立ち寄りになってご

らん|くさい。

囹卓話

“願りみて，,
会員水野民也君

温故知新という高梁で今年度のロータリークラブが

始まるようですが、文字通り、本l lはロータリークラ

ブのこと、私の入会、千種ロータリークラブ設立につ

いてお話ししたいと思います。

ロータリークラブが1905年アメリカのシカゴで設止

されたことはごﾉIk知のとおりでございます。私がロー

タリーに入会するきっかけは、 1959年(S34年）束ク

ラブのチャーターメンバーにならないかという名占脇

ロータリークラブの瀧兵"衛門さんからのお誘いで

した。

名占陛クラブの瀧兵な衛門さん、荒川長太郎さんの

ご指導を受け、 1959年6月にチャーターが終り、結成

20周年記念のｲ1:､には会長の要職を務めさせていただき
ました

そして火クラブから新クラブ設立の要請を受け私が

刺､k会長として、 I',"k年金会館の鈴木猛さんと準備を
進め、ガバナーは山l1l朧男さん、発起人に余語栄三さ

んがなり、 1982年8)1 161 1にT種クラブを創立するこ

とができました。クラブの設立には、例会場、宴会場、

47務局を決めなければなりません。例会場を決定する

までには糸1:余llll折がありましたが、鈴木さんのご協力

麻雀会

於：

NAME

小林 明

鈴木理之
佐久間良治

I
丸山昌宏 △36,300

(参加者8名優勝祝賀会8名）
は、 2卓のやや寂しいスター|､と

年間優勝を狙っての熱い戦いが始

RANK

催勝

2 位

3 位
B B

へ

今年度第1 1[11

なりましたが、

まりました。

次l' 'lからは風

す。引き統き衝

力も少し魅ﾉjのあるものとなりま
っての参加をお噸いします。

第137回ゴルフ会成績－、／
セントクリーク 7／22体）

RANK NAME Out IN G IIcpNE1、
催勝中井常雄 48 44 92 12 80

2 位中l l l 信夫 46 &16 92 11 81

3 位林 哲央 ィ12 46 88 6 82

B B 小山雅弘 52 48 100 13 87

（参加者8名）

次l''lハンディ変更中井君 10、巾111a 1O

会長杯取切戦も中井常雄君の優勝となりました。

連めでとうございます。 －ノ

唾次回例会（8月3日）

卓話“大乗と小乗と”

会員竹内填~ミイ1
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