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T椰磐察1I蝉 將災 安藤秀範氏

下椰↑i'ilyj1僻 鰐腿 小川 |#市氏

T祁保他所 所長 川l藤 浩氏
〃 次腿 川本美幸氏

千剛邸|:会耐I|:IM鎚ミ 『|｛勝ﾙｩ艇 村瀬泰彦氏

尺八波奏 加藤条山氏

名城RAC 会災 述滕掻彦糊
〃 ！'刺I Il.' l_ll 幸枝さん

米1.1.l奨'､j::生 ウディン･エムディ･ザイール君

占少年交換‘¥:生 竹内裕子さん
〃 ケティ･ズロムさん

ホストブフ・ﾐﾘｰ 竹内瞳了さん
〃 （名,li雌東RC) 水野茂生君

露9月の会員誕生日

谷1..1"(9/5) 、 《好我(9/6) 、久ﾘ1;#(9/12)

'.l' l l l君(9/14) 、久保II 1IW (9/15) 、林君(9/19)

ig11 1(fi,i)fi (9/23)、火IMI (9/26)
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名占腿名東ロータリークラブ

シニア・アクティブ（業務川厨房機器）

〒'174-00()1

愛知！iUく府'lj"|上崎l111．大清水4-1

株式会社ネスター取締役社長

1978年称I握名火RC入会

（チ.1,-ターメンバー）

1981ｲﾄ～82fli 幹蛎

1985ｲI:･～86fli l411策奉|_t委員長

1987年～88fl:. 刑会挺

1990年～!)l年クラブ奉仕委員長

1991年～()2年会艮

l()97年～98イト 20周年記念実行委員長

生年月日

所属クラブ

職業分類

勤務先住所

ロータリー歴

ニコボックス

東RC水野茂生君おlu,i!ﾘになります。

秋山茂則君今I-Iは我がクラブの171i'1年にあたりま

す。たまたま交換'､i::'liのケティさんも17才とのこと。

l,1じ17年経過してもケティさんはピチピチの美女、千

MRCは少しi笈んできたのではないですか？

松居敬二君例会ご雌沙汰しました。

足立一成君、二村聰君、萩原喜代子さん、伊原

正躬君、池森由幸君、伊藤健文君、伊豫田博明君、

神崎住恵さん、加藤重雄君、加藤大豊君、河村

政孝君、菊池昭元君、小杉啓彰君、小山雅弘君、

黒須アイ子さん、牧野登志子さん、宮尾紘司君、水

野民也君、水野賀縞君、水谷祥督君、本山孝

君、中井常雄君、成田良治君、西川豊長君、鴬

谷龍男君、佐久間良治君、佐野寛君、鈴木正男

君、竹内眞三君、舎人経昭君、和田正敏君、山

田壽勝君、山本英次君、吉田玄君

17周年記念l lです。艀さま楽しみましょう。

中山信夫君、吉田節美君拠ﾉlil_l祝い。

三好親君51才になりました。 1泄ﾉkl l祝い。

大口弘和君 171i'il年,記念|1です。皆さま楽しみまし
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囹“我等の生業”

圏出席報告

会典 71 (69)橘 出職 50名

出職卒 7246％

前々l' 'l 811 171 1 (修正出席率) 9565%
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舎人出席委員長よりお願い

"IIIIのことですが、例会欠)ifされる場合には必ず窮前

に'li務局へご連絡してl頂くようお願い致します。
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誕生日祝い。

明君夫人誕生| 1祝い。

理之君 l7周年記念1 Iです。皆さま楽しみまし

夫人誕生上l祝い。
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青少年交換学生竹内裕子さん帰国挨拶
与茂忌一戸司

！~
|名城RAC会長遠藤萱彦君挨拶
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本I Iはお招き膜き、ありがとうございました。

私は・年|H1、アメリカ・ワシン|､ン州に冊'､)::させて

頃きました。ワシン|､ンは気候がとても涼しくI:ljの多

いところで、 lil然が多いため、 リスや腿をよく兄かけ

ました。

ロータリーの方々、学校の友達、ホストファミリーの

方々はとても親切にしてくれて、ホームシックにもか

からず、楽しく允実な時間を過ごすことができました。

何といっても忘れられないのが学校のダンスパーティー

と自然を満喫しll1界II!の友達が出来た夏の旅↑jです。

これぞアメリカ1 1デカイなと感じました。

ロータリーの儒さま、このような素lll'iらしい体験を

させていただき、ありがとうございました淵'､j：:で学

んだ事を将来に生かせるよう頑張ります。

私の第-lulの1 l本脱IIIIは火成功でした

漉鱒舟
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皆さん、 こんばんわ

本年度、名古屋名城RACの会長となりました遠藤

'礎彦です。

本|･'は17周年記念例会に表敬訪問させて頂き、誠に

ありがとうございます。

私共も8月20Hに5ﾊﾘｲ|:･I犯念式典をささやかながら

|ﾙl雌することが出来、その節には会長・幹~'l＃様、 ロー

ターアクト委員長様にご縦録唄き、 13難うございまし

た。この場をお備りし、お礼I↓'し上げます。

私共は、来年5月271 1 ( I:) 、 281 1 ( I I)に地I><<|:.

次大会の第2760地区をホストするというつの大きな

イベントがあり、それに向かって名城RACliil迦進

している次第ですが、 111をI I隙にするかlﾘl確に決まっ

ていませんでしたので、私が初心表明ということで、

｢All人飲水、冷暖臼知」とかかげさせて噸きました。

簡単に巾しますと、 「実体験しなさい｡」ということで

す。 「画聞は一見にしかず」という諺があるように、

面M同じことを聞くよりも ･IIII I'1分のHで見ることに

はかなわない。それ以|にかなわない事はI'|分|'|身が

体験することだと私は思います。

侍様にお配りしました質料に、年次地区人公実行委

員腿のl11冊真からのI説|ﾘlとRAC年間行凹l{などがご

ざいますのでお読み噸き、RACへのご理解が脳けれ

ば》|さいです。

これからも何かとご無j:1l!をIIIし上げることもありま

すが、何卒ご協力、又ご指導膜きますようお願い致し

ます。

一

青少年交換学生ケティさん挨拶

へ

みなさん、 こんばんわ。

私はケティです。H本には11ヶ月います。私は'y:校

で、生け花、 II}道、 I｣木語を勉強したいです

※この後、 スライドを使って、アメリカのI'I'七や周

辺の様子を説lﾘlして下さいました。

名城RAC幹事中山幸枝さん挨拶

木ｲ'1度、名城RAC枠'IW)' | 'lllです。

下種ロータリークラブの梼様には、いつも父がお''1

話になっております。

先程、遠藤会長からI蒲がありましたが、先l l 、今年

度の名城RACの2大行jjiの1つ、創立5周ｲﾄ記念式

典を、反省点などありましたが無ｲ#終えることが,!ll*

ました。

今は5月の地区年次入会に向けてメンバー-l'il、 ・

ﾉk懸命に頑張っております。初めてのことで侍様にご

迷惑をおかけすることもあるかも知れませんが、ご脂

導、ご協力の程をよろしくお伽い『IIし上げます。

無事帰1通Iされた竹|ﾉ1さんと、来':|されたケティさん

に、会長より花束11W塁。
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|青山職業奉仕委員長よりお願い 尺八演奏

加藤条山氏
先週、侍様にご案内致しましたが、 10月の職業奉仕

月間に因み、優良従業員の表彰を10月12日の例会で行

ないますので、ご推薦の梶、 ′宜しくお願い致します。

唾||
E

田部井幹事報告

&;y.1 ．次|口l例会はガバナー袖佐訪問ですので、全会員の

ご出席をお願い致します。

尚、例会終｣/後にクラブ協議会を開催致しますの

で、 111叩役員・各委只艮はクラブ計画課をお忘れな

くご出府をお願い致します。

｜和田会長挨拶’
千繩ロータリークラブは1982年（昭和57年) 8月16

日に創立されました。今| lは、創立17周年を迎えた記

念日の例会、 20世紀最後の創立記念I｣です。今年度の

当クラブのテーマは『温故知新～古きをたずね新

しきを知る～」です。私が過去の事を話すより当クラ

ブの壷鎮の方にお話をしていただく事の方が大切で

す。その為に今年度の卓話は腱代会長様や先誰方にお

願いしました。我々は諸先雅の苦労を聞き如何に正し

く受け継ぎ今後どの様に努力するか考える事が必要

です。

私は1982年（昭和57年) 11月30日に入会させて頂き

ました。最初の卓話は翌年7月26Hでした。その時の

卓話の一部を読み返してみます。 「卓話のタイトルと

した､{TheHeart"つまり“心臓” “心”は、私が医

師として人間としてのLifeWorkであり、唯右の銘と

しています。なぜ、 “心臓”をlifeworkとしたか、大

学時代に二人の循環器専門医和田先生に会ったからで

す｡」と背き出しそのあと心l1厳の事を述べていました。

最後に「現代医学を学ぶ医師は、専門分野の4~iしか分

からず一人の人間として診察するより、人間の体の一

部臓器しか知らない臓器医師になる傾向があります。

人の苦痛や悲しみが分かる医師、つまり“心” “ここ

ろ”をもった医師でなければいけないと思います。

"心'，を辞諜で引きますと“人間の知・ '|､背・意の働き

の総称”とあります。私はこの心をもつ医師として、

ロータリー糒神の奉仕にかなう地域のホームドクター

として行動をしたいと誉えます｡」と結んでいます。

その頃は37歳でういういしい？世間知らずの青年医

師だったと思います。 16年IH1が過ぎ私なりに色々な事

がありました。ロータリーを通じて私の11t界と違う人

達に会えたおかげでここまで来たと思います。皆様に

心から感謝を申し上げます。
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本日はこのような素晴らしいお席にお招き下さり、

ありがとうございます。

尺八と云いますと、暗いイメージ、年配の方が吹く

楽器というイメージを抱かれるかと思いますが、私は

1O才位から尺八を吹き始め演奏家となり、こうした1Iff

いイメージを打破出来たらといろいろな場所で淡奏さ

せて頂いております。

尺八は日本占来の楽器ですが、生で聴いて頂く機会

は少ないと思います。お正月によく耳にするお琴と尺

八の「春の海」が邦楽では有名な曲ですが、本物の尺

八を見、聞きするのは少ない為か、こうして演奏を致

しますと、 「意外に大きな音でビックリした｣、 「かす

れた音、かれた音かと思っていた」等と驚かれます。

もともと尺八はお坊さんが読経の替わりに1次いたの

が始まりでその為か宗教色の強い、何となく哲学的な

においのする曲が多いようです。

一尺八寸の竹筒に指で押さえる穴が表に4つ、農に

1つあいており、昔学校で音楽の時間に使ったたて笛、

もしくは、 フルートを縦にしたような楽器と言えばわ

かりやすいかも知れません。

音はピアノの白鍵と黒鍵を順に弾くように、尺八も

12段階を出せるようになっていますが機構上､難しく、

くわえる楽器というのは、音程を楽器が調整してくれ

る部分がありますが、尺八はあごのあて方1つ、息を

吹き分ける距離いかんで簡単に音程が上下してしまう

ので1つの音ﾎ1!を保つことが大変です。

専門家になどなろうとも思わなかった若者が、大学

4年の時に「何かせねば」と決断し、東京へ上京し、

口木一の先生につかせて頂き苦労もし、今はﾉ《八の演

奏家として何とか少しずつ芽を出してくることができ

たかなと、毎日を過しています。

※，黒田節、アジカンを含む3曲を演奏

一

一

甸月鰄蔓ｱｸﾄｸﾗﾌよりお知らせ－、
日時 9月21H(火） 点鍬19 :00

場所 名古屋ガーデンパレス
テーマ 唯きることについてNo. 1

樋当 専門知識開発委員会

～その他行小～

名古屋ゾーンアクトの日

日時 9H12日（日）登録8 : 45開始9 :00

〈場所 名古屋カーﾃンパレス ノ

◇8s＃s；･#零WWcic籠騨§c#｡; 懇親会 ℃§今蕊c§s蕊c;。；･§｡§｡§c§･;･

囹乾杯

水野民也初代会長

創立17周年を迎え、皆様方の年令から17年を引きま

すと、お若くなりますが、私の年令から17年を引きま

しても、やはり“おじいちゃん”でございます（笑）

我々の益々の発展と本日お越し頂いた行政の方々、

学生の方々、皆様のご健康とご多幸を祈念し乾杯！ ！

－3－



鰯崎離調譽潔燃歴
さて、私こと、このたびの人!j＃異動にて検俺部

勤務を命ぜられ、東京勤務となりました。

つきましては、今8月末日をもって退会させて

頂きたくお届けします。

平成10年3月に入会させて]Ⅲいて以来lイド半の
短い間でしたが､会員皆様には大変お世話になり

有り雌うございました。

また、麻雀同好会では、お菰けしたまま引き出

す機会のない貯金にいささかの心残りとともに、
今年度幹事を仰せつかったばかりの退会で大変巾
し訳ございません。

本来であれば、侍様におI_Iにかかりご挨拶を申

し上げるべきところでございますが、失礼の段竜

ねてご容赦のほどお随い申しあげます。

和IH会長様ほか会員皆様のご健勝と､千種ロータ

リーｸﾗﾌの詞-叢すのご発畷をお締り申しLげ ｜ます°

』|‘成U年8月27Uノ、

ライラニュース11 No.4-...-．

平成12年3月25㈹～26H(U)

愛知県美浜少年自然の家

（案）

受誰生 190名

ロータリアン 200名合計約390名

第1 11目 31125日出

:00登録受付

: 30昼食オリエンテーリング

：00開講式 ‘撒演会

: 00分科会第1部

: 00地区新llt代委員長会議

: 00 夕食（交流会）

：00分科会第2部

: 00就寝

開催日

会場

参加数

[1 程

ll

ll

13

15

16

18

19

22
へ

第2H目 3月26H旧）

7 ：00起床

7 : 30朝食

8 : 00分科会第3部

9 ：30全休発表

l1 : 00閉講式

l 1 :30昼食

12 : 30解散

墓脇戯言胴照aW.nMWI
年齢30歳までの若い人の育成を支援するすべて

のロータリー活動に焦点を当てるために、 9) lは

新世代のための月間に指定されている。従来の

｢青少年活動月間」の名称が1996～97年度から新

世代のための月間になった。

すべてのロータリークラブと地区はこの月間

中、新ili代の基本的なニーズ、すなわち健醗、人

間のilli値、教育、自己開発を支援するプロジェク

トに着手するよう要請されている。

新世代のための会議

メインテーマ「地域社会とわたし」

サブテーマ「わたしのできる環境保全」

「わたしのできるボランティア」

(ConferenceforNewGenerations)

ロータリークラブは、地域社会レベルで新llt代

が地域の指導者と関心事を話し合い、希望、夢、

抱負を表明し、自分と居住地域社会の問題の解決

節を探るための討論の場を提供しなければならな

い。新世代のための会議のLI的は、地元レベルで、

地域指導者と若い人の対話の場をつくることで

ある。

．若い人が関心事を述べ、未来の夢を明確にし、

目標達成に必要な支援を兇極める機会を提供する

こと。

・地域社会のニーズを検討するときに、地域の指

導者に対して若い人の参加を奨励すること。

・立派な地域社会をつくるのは、みんなの黄任で

あるという自覚を植え付･けること。

ロータリー青少年指導者育成プログラム

わたしのできる環境保全

私のできるゴミ対策

私とゴミのリサイクル

私と地域社会と環境保全

私と21世紀と自然保謹

私と生物の保護

１

２

３

４

５

へ

わたしのできるボランティア

災'害とボランティア

障害省とボランティア

福ｲ11:施設とボランティア

少子化と老齢化とボランティア

|玉l際協力(外国人・帰I玉l子女)とボランティア

１

１

２

ハ

ヴ

４

５(RYLA=RotaryYouthLeadershipAwards)
ライラと呼ばれ､地域内の若い人々(14～30歳）

とロータリアンを参加させるプログラムで、RI

が1971年に公式に採川した｡世界各地で数千人が、

毎年、 このプログラムに参加している。地区レベ

ルで実施されるセミナーや指導者キャンプなどに

より、ロータリアンは地元地域社会の若い人たち

の指導者および善良な市民としての資質をIII1ばす
ことを目的としている。

囮次回例会（9月14日）

卓話 “満19才の徴兵検査と

シベリヤのサウナ風呂体験記”

会員小坂井盛雄君
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