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海…響…歸響'侭響， きようの例会侭…………笥
;第826回平成11年11月2日 （火） ゼ

ゼ録…鐸,－－－＝橇勢緯響…録響謬録響鐵響録雲侭…勢』

君、中井常雄君、中山信夫君、西川豊長君、西

野英樹君、大口弘和君、鴬谷龍男君、佐野寛

君、笹野義春君、竹内眞三君、谷口優君、和田

正敏君、吉田節美君

友愛の日、おおいに楽しみましょう。

二村聰君、伊豫田博明君、本山孝君、鈴木理之

君誕生'三I祝い。

松居敬二君友愛のl. 1 ､楽しみましょう｡誕生IJ呪い。

青山敏郎君、伊原正躬君、宮尾紘司君、舎人

経昭君夫人誕生I 1祝い。

萩原喜代子さん、大谷和雄君結婚記念H祝い。

池森由幸君夫人誕ﾉIZI]祝い。結婚記念H祝い。

山田壽勝君友愛の[|、楽しみましょう。結蟠記念

日祝い。

おくに

講演“出雲の阿国とはいかなる女性だったか,’

㈱御園座経理部長渡辺久男氏

（紹介成IIIｲW)

へ

赤…琴…-饗』侭碧先週の記録…侭響‘，ﾐﾂ夢侭…笥
;第825回平成11年10月26日 (火） 晴 乳雌
噌歳評『侭ｼ覺辿《長ｼ響』侭琴侭雲侭琴忘琴侭浮j再製病勢‘債ｼf善｣侭響‘表塞j侭浮,轟津侭蟄歸琴jY

園“奉仕の理想”

囹出席報告

会 貝 70(67)名 出啼 46名

出席率 68.66％

前々回 10月12H (修正出席率) 98.51%

囮ゲスト紹介

米山奨学生 ウディン・エムディ ・ザイール潜

青少年交換学生 ケティ ・ズロームさん

千種消防署 予防課長金井克蒜氏

翻11月会員誕生日

鈴木(理)君(11/7)､木I11II(ll/1 1)､伊豫田君(11/l'1)

加滕(火)君(11/14) 、 ｡ 村君(1 1/16)､松居君(11/25)

(10/19分）

秋山茂則君今j:1の職業奉仕月間に'火'んで、 「働き

一両、考え五両」これは井原西鶴の言葉で、汗を流し

て働く人は一両のilli値、頭を使い工夫しながら働く人

は五両の価値があるという甑です。
ナミ トドロ

浅井誠寿君秋の沸透けて崩れて 『職かず

松居敬二君すっかり秋になりました。サンベルグ

ラビアC.C社貝伺より、 「お役に立てて lくさい」

と貯金箱を狐かって参りました。

水野民也君｜'･I部川甘、おめでとう、有雌う。

絵の小寺先生のI111.ﾄの会が唐ill近くの俳花堂で231~I~

25日まであります。

中山信夫君 l71 1の地区大会では、池森 1 1 I幸糊、

加藤重雄君小林俊幸省にお世話になりました。

和田正敏君地|又大食、無事に終わりました。

鷲野義明君早退します。

山本英次君 ′冊|剛東南ロータリーに出席しました。

足立一成君二村聰君萩原喜代子さん伊原

正躬君池田隆君池森由幸君伊藤健文君

伊豫田博明君神崎住惠さん加藤大豐君河村

政孝君小林明君小山雅弘君三輪康君水

野賀續君水谷祥督君中井常雄君西川豊

長君鴬谷龍男君佐久間良治君鈴木正男君

鈴木理之君竹内眞三君舎人経昭君魚津

常義君山田毒勝君吉田節美君吉田玄君

すっかり秋になりました。

一

'二コボックス

秋山茂則君今ロは何も川意してないので、ごめん

下さい。
らくがさかい

水野民也君 1 1月18I=I～24171まで楽抽会を開朧致し

ます。兇に行らして~ドさい。

佐久間良治君今|言lからナゴヤドーム､中日ガンバレ、

ナゴヤドームで決めてくれ。

鈴木正男君本'二l私たち夫婦はお蔭様で金婚式を迎

えました。私は今年毒がを迎えましたので、二人揃っ

てﾌ亡気で無事に今日を迎えることが出来、二重の黙び

と倖せを感じております。

山本英次君サイフを忘れてきました｡次回入れます。

池田隆君、加藤重雄君、河村政孝君、小杉啓

彰君、黒須アイ子さん、牧野登志子さん、水谷祥督

-1-

’ ’」 本年度会長テーマ 温哉瓢新誉古きをたずね､新しき巻知る！－ 本紙は癖生紙を使朋'し葱おります。



‘‘･･･心･答‘‘友愛の日CCCCCCC心感心

圏乾杯 和田正敏会長

本日は鈴木正男さんのご結婚50周年、金婚式との

ことです。おめでとうございます。お目出度い鈴木さ

んに我々もあやかって乾杯。

｜田部井幹事報告’
1 ．次回例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

|鷺谷副会長挨拶’
圏クラブソング披露 山田壽勝君

名古屋千種ロータリークラブ第三代会長の加藤大豊

君作詞のクラブ・ソングにつづきまして、第二弾を作

詞・作曲し打ち上げることにいたしました。

わずか7小節の短い歌です。 「君が代」が65秒、 「奉

仕の理想」が70秒でありますので、 クラブ・ソングは

35秒と短いのがよいのではと考えました。ハーモニー

を楽しめる二部合唱曲にしたのが特徴です。

今夜は、マスコミでも直木賞作家として話題の浅田

次郎を取り_上げてみたいと思います。

皆さんの中には浅田次郎っていったい誰だいと思わ

れる方もおありかと思いますが、今年の6月に映画化
砿‐j Ifや

された「鉄道員」の原作者だと申し上げれば「あ－，
段 『j ぽや

そうか」と肯かれると思います。この「鉄道員」は、

短編小説で、 〈北海道のローカル線で、いつもひた向

きに駅に立ち続ける一人の駅員が、手旗を握ったまま

で倒れる》と云う劇的な終結で終わっています。妻を

失い、娘を幼くして失った主人公が孤独な人生を全う

しようとひたむきに生き、 17熊に成長した娘との幻想

の世界が見事な表現力で再現されていると思います。

特に父親と娘の食事を通じての会話などは、一遇の杼

情訶の様な錯覚を覚えてなりません。一読に値すると

思います。

その他「きんぴか」と云う小説がありますが無類に

面白いです。ここで作省のわかりやすい前口上があり

ますので抜粋させて戴きます。

「要するにおもしれえのであります。そして、ただ

おもしれえばかりでなく、 このシリーズをたまたま読

んだがために幸福になった。病が全快した。一家心中

を思いとどまった。 インポが治って子供が出来た。悪

い宗教から脱会した。万馬券を取った。お肌がきれい

になった。執行猶予がついた｡」等々の反響を数多く

頂いたと書き、又、著者本人もこの小説を書き始めの

ころは、 「てんで目のねえ、 クスブリでありましたが

書き進むほどにアラふしぎ､人生はウソの様に好転し、

宝クジは当たるは、女にゃモテるは、 クサレ縁は切れ

るは、株は売り抜けるは、訴訟は全勝するは、 しまい

には栄誉ある文学賞までもらつちまったのでありまし

た」と云う様に、この本書に登場する三人の主人公は、

作者自身の分身であると苫いております。彼の人生経

験からすれば当然の帰結だと思います。

彼は、学雁も無いし、職業に貴せんはありませんが、

なんでもやったと云う経験の持主であります。

その彼の小説に、全く別のジャンルで、歴史小説が

あります。

中国の西太后の時代を素材として書き上げた「蒼弩

の昴｣、 「珍妃の井戸」など、素晴らしい作品を完成さ

せております。

司馬遼太郎、宮城谷昌光と続く、中国物の系譜に全

く新しい世界を持ち込んだと、文芸評論家の菊池仁は

耆評で書いております。

機会がありましたら是非ご拝読下さい。

ローターアクトクラブよりお知らせ－

11月第1例会

日時 11月2日㈹ 点鐘19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ 「部門別協議会について」

担当 役員

11月第2例会

日時 11月16日(火） 点鐘 19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ 「生きることについて NQ2」

担当 専門知識開発委員会

~

～その他行事～

名古屋名北RCとの合同例会

日時 11月10日㈹

登録 18:00 点鐘 18:30

場所 名古屋不二パークホテル

R.I,D.2760部門別協議会

日時 11月14日旧）

登録 9 :00 開始 9 : 45

場所 大口町公民館，ほほえみプラザ
へ

例会変更のお知らせ
／ 、
名古屋南RC ll/17㈱ユッタリ例会(夜間)の為

名古屋名駅RC ll/17(水)ボストン美術館へ職場

見学会の為、 11/19(金)ホテルクﾞ

ランコートナゴヤにて

名古屋東RC ll/15(月)IDMの為

11/16(火)八事八勝館にて18時～

名古屋昭和RC ll/15(月) ~;家族ふれあいウォー

キングクリーン昭和”の為

ll/14旧)昭和区史跡散策路にて/、 ＝

圏次回例会（11月9日）

講演名古屋市環境基本計画

一人･まち･自然の調和一

名古屋市環境保全局

環境管理室長矢野秀則君

（紹介大口君）

1951年生まれ(48才）
ぱ」 －ｺ F1 〈j

1997年「鉄道員」直木賞受賞
ぱ 】 ほ や

鉄道員 29版97．4～99.2

きんぴか 1O版96.2～98.6

浅田次郎

－り一
己


