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1999～2000年度RI会長カルロ・ラビツツラ
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足立一成君、秋山茂則君、浅井誠寿君、林哲

央君、伊原正躬君、池森由幸君、神崎住恵さん

加藤大豊君、河村政孝君、菊池昭元君、小林

明君、小林俊幸君、小杉啓彰君、小山雅弘君、

小坂井盛雄君、久保田皓君、黒野貞夫君、黒須

アイ子さん、宮尾紘司君、水野民也君、水野賀

縞君、本山孝君、中山信夫君、成田良治君、大谷

和雄君、佐久間良治君、佐野寛君、鈴木理之君、

竹内眞三君、舎人経昭君、鷲野義明君、山田

壽勝君、吉田節美君野村ガバナーをお迎えして

加藤重雄君誕生H祝い

二村聰君、西野英樹君結婚記念日祝い

笹野義春君夫人誕生'1祝い。結婚記念日祝い。

蔀……夢舜祭'侭響きようの例会静…………熟
;第822回平成11年10月5日(火） 唯
曜……鐸……………………－…塁
卓話

“トルコの地震災害の見舞いに行って”

会員加藤覗雄糊

“百貨店の課題と今後の方向性”

会員小林俊幸符

炉………響侭饗’先週の記録 ‘声:譽，侭………浮訓

;第821回平成11年9月28日 (火） 晴；ビ
3 ガバナー公式訪問 3

剥 パートナークラブ名古屋名東RC ;ビ
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｜田部井幹事報告’
1 ．次|回|例会終｣.後、ライラ分科会を開催致しますの

で、担当者はお残り~ドさい。
囮"手に手つないで”

圏出席報告

会貝70(67)名 出席 51名

illl附率76.12%

前々lul 9月141｣ (修正出)ﾙﾘ率) 100%

圃ビジター紹介

"2760地区ガバナー 野村重彦掛

叫〔名古屋分区ガバナー~Illi佐 坂本精志君

地区ili側ド 内藤耕造君

地|メライラ委員会Hll委員腿 加藤鈴半間
〃 姿 風 金子利夫君
〃 〃 横山邦晴君

〃 〃 中根啓弍君
〃 〃 林 正彦稽

錫ビジター数 33名

｜ニコボックス’
第2760地区ガバナー野村重彦君

地区幹事内藤耕造君

水日はガバナー公式訪i川にお邪臓致しました。

東名古屋分区ガバナー補佐坂本精志君

ガバナー公式訪問に同行して

和合RC相羽鐸一君例会にお邪魔いたします。

知立RC金子利夫君例会にお邪魔いたします。

|名古屋千種RC和田正敏会長挨拶
本日は野村ガバナー公｣f訪問を名東ロータリークラ

ブの皆様のお力により合liilで|淵催していただけたり＃に

我々 ･l可感謝申しあげます。

岬村ガバナー方針RI第2760地区テーマは「語り合

おう。そして兄つめ1111:そうロータリーのロマンを！」

～新しい世紀の礎を築くために～となっている。

我々千種ロータリークラブは「温故知新」をテーマ

にしました。なぜならば、未来のことを考えるには、

先稚達のご苫労とそしてここまで為し遂げてみえた努

力を正しく受け継ぐことが大切だと考えたからです。

いとこにあたる名東ロータリーの大先輩の方々よろし

くお願いします。

ロータリーの9)1は新11t代のための月間です。岬村

ガバナーはガバナー方針の'l!でテーマを4つのH的に

わけ、第二に「新~''1代に脂針を」を掲げられ、 「211u

紀を担う若者達に、あるべき姿を示すことが私達の貞

務だと思います｡」と述べられています。

今回我々はライラセミナーの担当クラブです．この

セミナーはガバナーが人変、力を入れてみえると|此'き

ます。ライラセミナーのメインテーマとサブテーマは
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｢地域社会とわたし～わたしのできる環境保全・わた

しのできるボランティア～」としました。このテーマ

はガバナー方針目的の第一と第一iに共通すると砦えて

います。

我々ロータリアンはジェントルマンになるための修

ｲ｣:をしている。と坂本ガバナーネlli佐が述べられていま

す。新lu代の人達のことを考える時、我々人人達も襟

を正して素面な気持ちで進んでいきたいと思います。

の実施率で、米凶・カナダで75％、多いのはラテンア

メリカの約80％と今後だんだん増えていくべきシステ

ムだろうと思っております。

本年度ILI隙ロータリー会長、 カルロ．ラビッツア氏

はイタリア,'11身で、 RIテーマとして「ロータリー

2000:活肋は－1:湛実、信望、持続」を掲げており、 ま

もなく迎える新lu紀にロータリーの泰I I:活動が史に活

ﾉJを持って発鵬し成功する為に、ロータリアンとして

守らなくてはいけない原則としてこれを掲げました。

そして、 ロータリークラブそのものに大変iAj題点が出

てきていることを指摘されました。

まずロータリークラブの指導者と、草の根レベルの

会興との間に、ギャップ・乖離が′tじている。指導勝

というのは、 RIあるいは各地区またはローカルにも

あるわけですが、 、草の根レベルの会員の|H1に、いろい

ろと意識的なギャップが生じていると門.っています。

ロータリーのjIL木ルールに忠実でないロータリアン

が瑚加してその結果、組織に対.する|点畑が低下し、結

局、会興の退会・例会出席率の低迷といった|ﾊj迦が出

てきました。

このほか、 ロータリー財団に対する術:'ﾌ･率の低ド、

私どもでi l 'しますと米111に対する寄与率の低~ﾄ、また

ロータリー11ｲ．|寸|あるいは米山奨学会の実施する黍ll:プ

ログラムに参川'し、それを実践する協力をしない、と

いった状況であります。

奉仕の｣:II!想を受け入れてロータリアンになったはず

であるのに、 イ藍||の理想の実践を怠っていると、いっ

たことがあげられます。

会興の減少についても1990年代に人ってからは、既

存クラブの会典減少がU立ってまいりました。今まで

はクラブの新設・拡大によってﾙﾘってきましたが、

1996-97ｲ|:･度にはクラブの拡大ではカバーしきれなく

なってきました。

会貝の減少が不紫気だから仕方がないとか、こんな時

期に会”牌強なんて不謹慎だといったﾉ醤もございます。

しかし会員の減少はロータリークラブだけに起こって

いる|川胆ではありません。ほかの米l･ l:IJ1体では脚1普な

会興の減少傾向がみられています。

橘火RCには地IX会員増強委員踵の小川さんが熱心

にこの|ﾊl題に取り組んで頂いており、過Hの地区内会

員墹強委員腿会議でも激を飛ばして頂きましたが、今

のこのll＃代をよく兄すえて、ロータリーが2111t紀にお

いても更に奉仕が続けられるような、意欲あふれるロ

ータリアンの集合体として再椛築しようではないかと

お'願いしている次第です。先程の懇談会でもi活が1111ま

したが、ただiiiに墹強するのでなく、退会を防llZする

為には、魅ﾉJあふれる親睦間の満ちている楽しいクラ

ブライフが蝦まれます。坂本ガバナーilli佐とも新人会

員には惟蛎荷だけでなくもう1人か2人がそのフレッ

シュマンについて会に同化して頂くまで十分におliti#

して噸きたいと話しておりました。

ここ10年の間に、 ロータリークラブで大きく変わっ

たことがございます。 1986年にプログラムが始まりま

したポリオプラス。ポリオ撲滅に情熱を傾けた結果、

'第2760地区野村重彦カバナー挨拶
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みなさま、こんにちは。

4xIIは早や21年の朧史を刻む名火RCと17年の歴史

を持つ~｢繩RCに訪問させて膜き、人変光栄に件ずるも

のであります。又こうして会場を兄波してみますと地

Ⅸの大光縦のロータリアンがずらりとお顔を揃えてい

らっしやり、ﾉt気なお姿を拝兇し、大変州‘#しく思います。

さて水I Iの例会はご承知の通り、地Ⅸリーダーシッ

ププランに此《づく公式訪問で、 この糸II合わせは昨年I1fl

様ですが、それぞれ各クラブの多年にわたる地|><への

ご災|秋とご奉I上の数々は枚挙にいとまがないわけで、

1 1噸のご涌動に心から敬意を表するものであります。

又、特にロータリー財団、米' '1奨学会へのご後援は

地|><|ﾉ1で飛びぬけたご貢献で深く感謝するものでござ

います。

今IIIIのような公式訪問は､ガバナードル佐のおﾉJを借り、

地区リーダーシッププランに雄づき、水| |で約42クラブ

まわり、ようやく111を越え、鮠が兄えてきたかという

感じですが、各クラブにお邪施しそれぞれのご方針を

i,ilい、又新しい友情を感じすばらしい体験を被み重ね

ているわけで、私にとりましても人ﾉkの! |!で度と経

験のII11来ないような体験に感謝するものでございます。

リーダーシッププランは、97年度犬飼パス|､ガバナー

がIIt界のトップをきって採川され、当時我が|稲lでは4

地|えしかこの制度を採り入れていませんでした。近年

ガバナーの仕事が繁雑になってきて地区内のこうした

肋|H1だけで年度の半分もかかってしまい、本来ガバナー

に,深せられた貨務が果たせないという状況に、ガバナー

袖佐と|"II1して地区の運営を進めるこのような制度の

採り入れで今| |の懇談会に於いても、坂本ガバナー袖

佐より｜-分な撮告を頂いているおかげで、大変円滑に

進めることが出来ました。このリーダーシッププラン

は全世界で約50%実施されており、我が|刊は約45%~

当初、犬飼ガバナーのときは4地区だけでしたが、内

藤ガバナー年度には8地区、当年度で5地区増え、来

年はさらに5地区増える予定です。現在、 I I本は34%

一
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2005年のロータリー100年には撲滅宣言することがで

きると言われています。

これまで人類がこの地球上から撲滅することができ

たのは天ねん痘しかないので、ロータリアンの多年の

ご貢献により、大変恐く悲惨なポリオという感染症を

撲滅することが出来たということは大きな奉仕である

と思います。

また、女性会員の入会です。かつてロータリーは女

性に対して固く門戸を閉ざしておりました。 1978年に

裁判沙汰になり、 1989年のRI定款細則の巾から「ク

ラブ会員は男性に限る」という項目が削除されました。

現在、全世界で約7％、 82,000名の女性会員がいま

す。昨年、女性ガバナーが20名いたという話をご存じ

かと思いますが、今年、私がアナハイムに参りまして

聞いたところでは、 23名の女性ガバナーが今年度はい

らっしゃるとのことでした。アナハイムの国際協議会

に出ますと、午前中は本会議でしぼられます。指定席

ですので8時頃からSAAが目を光らせていて、着席

していないと部屋に電話がかかってきます。最初に私

の左隣に座った方はパリの女性ガバナーでした。 ・度

席順が入れ替わりまして、その時は第6580地区、アメ

リカの女性ガバナーの隣でした。とても明るく、美人

で、大きな声で歌を歌うチャーミングな女性でした。

我が国は、まだまだ女性が少なく2,000名と言われ

ています。西高東低で関西方面に多く、大阪地区で画

数十名いらっしゃいます。曾根崎RCは64名のうち48

名が女性だそうです。その他、東京の恵比寿RCは今

年の会長が、女優の司葉子さんですので、本年度中に

メークアップされてはどうでしょうか。

さて、今年はアメリカオハイオ6600地区とGSE.

(研修グループ交換）を実施いたします。来年3月に

はアメリカから青年を受け入れ、研修を横んでいただ

きます。皆様方是非あたたかく迎えていただきたいと

思います。

3月7日は坂本ガバナー補佐主催の1Mもあり、同

じ月の25日､26日にはライラセミナーが開催されます。

全クラブ参加でき、ロータリアンと新世代の人達がひ

ざをつき合わせて交流を行なうことは新世代の育成に

も効果的であると同時に参加するロータリアンも刺激

を大いに受けるプログラムですから、多くの参加をお

願い致します。

2001年には規定審議会が開催され、ロータリーの

ルールを見直す機会となります。何かご提案がありま

したら、 2000年6月30日が立法案の提出期限です。

R.I.会長テーマを踏まえて私は「語り合おう、そして

見つめ直そうロータリーのロマンを！～新しい世紀の

礎を築くために～」を提示しております。ロータリー

の百年にわたる壮大なロマンをもう一度見直し、新世

紀においてロータリーがさらに発展し、全世界に奉仕

の輪を広げることができるよう願っております。

今後とも素晴らしい奉仕にご貢献下さいますことを

お願いし、両クラブのロータリアンの皆様方のご健勝

を心から祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。

|名古屋名東RC村橋泰志会長挨拶
木口は､野村重彦ガバナーをお迎えして、第821回名

古屋千種RCと第1043回名古屋名東RCの合l司例会を

開催することができました。

ガバナーからは、例会の卓話の中で「語り合おう。

そして見つめ直そう。ロータリーのロマンを！」とい

う地区テーマのもとに、本年度の運営方針について、

具体的に分かり易く重要なポイントをアドバイスして

頂きました。

また、例会に先立ち、会長と幹事に対しても別途

様々な御指導をして下さいました。

私共は、ガバナーがロータリーのロマンにかけてお

られる情熱を親しくお聴かせ頂き、深い感銘を受けま

した。

千種ロータリークラブは、意欲的で活力のあるクラ

ブでありますから、必ずや、ガバナーの御期待に-|-分

応えるだけの実絞をあげられることと存じます。

名東ロータリークラブと致しましても、極力努ﾉ]を

重ねたいと思います。

まず、私共のクラブは、本年度の1Mのホストクラ

ブでございますので、その責任を果たすのが、最重要

課題であります。

ガバナーは「環境保全に貢献を」と呼びかけておら

れますので、ゴミ処理問題を中心とした環境問題をテー

マに取り上げる予定であります。

次に、ガバナー賞の問題ですが、実は、 1Mのホス

トをつとめる重責がありますので、ガバナー賞への挑

戦は御遠慮申し上げようと考えておりました。

しかし、社会的弱者への奉1tを訴えておられるガバ

ナーの熱い心に感動し、再度ガバナー賞への挑戦を検

討したいと考えるに至りました。

さらに、会員増強については当クラブは昨年大幅な

減少を余儀なくされました。本年度は、失地回復を目

指し、努力を致しておりますが、かなりの成果が上が

りつつあり、何とか80数名の規模に戻したいと思って

おります。

最期になりましたが、野村ガバナーに今後も引き続

いて色々御指導頂きますようお願い申し上げますと共

に､ガバナーの…･層の御健勝をお祈り申し上げまして、

私共の謝辞と致します。

一
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真剣に話を聞く会長、幹事
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地区大会開催間近

（ホストクラブ犬山RC)

10/16(土）大会第1日目会場：名鉄犬山ホテル

10:00地区諮問委員会

1l 30 R.1.会長代理を囲む食事会

12:00本会議登録受付（出席義務者参加）

13 00点錨

14:00ロータリーミーティング

16:45点鐘

18 00RI.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

10/17旧）大会第2日目会場：犬山市民文化会館

9:00本会議登録受付

10 00点鐘本会議第1部

11;45昼食

13:10本会議第2部

13:50感謝状贈呈並びに表彰

14 30記念識淡～世界から見たR本人～

誰師 岸恵子氏

16:00講評

16:30点鐘

家族の集いプログラム

時間: 11:00～14;00場所：博物館明治村

10/18（月） 記念ゴルフ大会会場：犬山カンツリー倶楽部

7:30登録受付

8:00アウト ・イン同時スタート

(18ホールズストロークプレーダブルペリア方式）

16:00パーティ及び表彰式

17:00閉会

◎特別出席者

ライラ委員会委員長 中山信夫

青少年交換委員会副委員長 大谷和雄

◎出席義務者

会 長 和田正敏

会長エレクト 尾関武弘

幹 事 田部井良和

クラブ奉仕委員長 秋山茂則

職業奉仕委員長 青山敏郎

社会奉仕委員長 佐久間良治

国際奉仕委員長 松島孝彰

ロータリー情報委員長 吉田節美

新世代委員長 古田 玄

◎入会3年未満出席義務者

伊原正躬、池森由幸、神崎住恵、加藤

重雄、小林俊幸

◎その他の出席者

行黒正則、小坂井盛雄、宮尾紘司、大仁I

弘和、鴬谷龍男、魚津常義、山田壽勝、

池森伸江

含sgsces｡9s。g愚｡…誤クラブ懇談会・Sc曾息｡‘sogsc曾冒c錆び

11:00～12:00

'…望 感電

篭

蕊
李

亀銅少塾〃
P″

~篭_夢

野村ガバナー、坂本ガバナー補佐、内藤地区幹事の

ご出席のもと、会長、幹事、副会長、会長エレクト、

副幹事による懇談会が行われました。

戸地区ライラ合同委員会一、
（第3回ライラ実行委員会）

9/28W13:40～15:00

国際ホテル若葉の間

例会終了後、野村ガバナーに引き続きご臨席頂

き、地区ライラ合同委員会を開催。中山地区ライ

ラ実行委員長より､第8回ライラセミナーの概要、

参加要項、 日程等の説明の後、前年度実行委員長

の林地区ライラ委員から、経験談を交えた助言を

頂き、又ガバナーからも「新世代にとっても忘れ

られない想い出となるセミナー」にして頂きたい

とのお言葉を受けました。

へ

へ

出席者

ガバナー

地区ライラ実行委員長

〃 副委員長

〃 委員

〃 〃

ライラ実行委員長

〃賑賑(郷鍛）

新委員二村聰、

萩原喜代子、

宮尾紘司

西野英樹、

鴬谷龍男、

谷口優、

大谷利雄

小山雅弘

|ｿ惚冊|#IW

小杉啓彰

水谷祥督

佐久間良治

鈴木理之

舎人経昭

ノ

野村重彦

中山信夫

加藤鈴幸

金子利夫

横山邦晴

中根啓弍

林正彦

和山正敏

田部井良和

〃 〃

〃 〃

ライラホストクラブ会長

〃 幹事
、

←事業所住所変更のお知らせ－司会 貝青山敏郎

事業所住所〒464-0848

千種区春岡1－2－4 ラポール池下2F

､ (TEL、FAXは変更ありません｡） ノ

囮次回例会(10月12上l)

優良従業員表彰

“日本に来て”

米山留学生ウディンエムディザイール君
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