
THEROTARY CLUBOFNA(

W配F]KIJY

竜』ご･桂
で,岐凹

NAGOYA-CHIKUSA

名盲屋千種ロータリー汐｡ラブ
承認 11982年：畠信2媚I
例会目 火曜日 1Z30i

開”
例会湯

蒙局
琴‘長
幹事~
芸報，雑誌委議一宮,尾紘司，

1-タリー

腿奪S
1曜圖

目最終例芸

藷置劉

一ｍｍ‐

’

１１
。
■
１
４
‐
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
『

’
||’ 題字黒野清宇

|僻！

ロータリー2000：活動は－堅実、信望、持続
ROTARY2000 :ACTWITHCONSISTENCY,CREDIBILITY,CONTINUITY

1999～2000年度RI会腱カルロ・ラビッツプ

No. 24

I向I

ざいます。2000年もよろしくお願い致します。

足立一成君、二村聰君、萩原喜代子さん、堀江

宏輝君、池田隆君、池森由幸君、伊藤健文君、

加藤重雄君、加藤大豊君、菊池昭元君、小林

明君、小杉啓彰君、小山雅弘君、小坂井盛雄君、

久保田皓君、黒須アイ子さん、松島孝彰君、三輪

康君、宮尾紘司君、成田良治君、大谷和雄君、

尾関武弘君、佐久間良治君、佐野寛君、笹野義

春君、鈴木理之君、竹内眞三君、谷口優君、舎

人経昭君、山本眞輔君今ｲﾄもよろしく。

本山孝君今年もよろしく。結婚記念日祝い。

〔お詫び〕

ウイークリーNo 23の森幸一君のコメントは秋山茂

則君のコメントの誤りでした。
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卓話 “私のロータリー”

会員秋山茂則君
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夜間新年祝賀例会 屯埴 烈乳

於:松棚閣’8時～；
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闇“君が代”“奉仕の理想”

囹出席報告

会貝 70(66）名 出職 54名

出席率 8182%

前々回 12月21日 （修正出職率) 95.59%

錫ビジター数 32名

囹ゲスト紹介

米山奨学生 ウディン・エムデイ ・ザイール君

青少年交換学生 ケイティ ・ズロムさん

ケイティさんご両親

ホス|､ファミリー 水野茂生君

（名古屋東RC)

中山地区ライラ委員長挨拶

3月25日～26日のライラセミナーも残すところ、あ

と2ヶ月半と迫って参りました。実行委員の皆さんに

ご努力頂きながら進んでおりますが、現在76クラブ中

70クラブから申込みを頂いております。会員の皆様に

はお世話になりますが、 このセミナーが無事成功いた

しますよう、ご協力の程よろしくお願い致します。

一

|大谷ﾗｲﾗｾﾐﾅｰ実行委員長より挨拶’'二コボックス
指導者を養成する意義のあるセミナーとして過去7

つのクラブがホストをして参りましたが、千種クラブ

ならではの素晴らしいものとなりますよう、又他の大

会と述いお一人お一人の力がなければ成功はあり得ま

せんので、是非お力をお貸し頂きますようお願いし、

ご挾拶申し上げます。

東RC水野茂生君Iﾘ｣けましておめでとうござい

ます。お世話になります。

秋山茂則君6回目の干支を迎えました。

黒野貞夫君ロータリーの友に救ったと京都のロー

タリアンから聞きました。龍の爪のこと又次回に話し

ます。

松居敬二君上期ニコボックスにご協力ありがとう

ございました。下期もよろしく。又本日は松楓閣をご

利川頂きまして有難うございます。

大口弘和君今年もよろしく。次女・聡子が昨日、

成人式を迎えました。

和田正敏君すばらしい2000年でありますように！

三好親君、田部井良和君｜ｻ)けましておめでとうご

|田部井幹事報告’

l .次回例会より3月7日まで例会場がラ・メゾン・

ブランシュに変更となりますので、お間違いのない

ようごH州下さい。

尚、例会終了後に理泰役興会をlill雌致しますので

Mllil！役員の方はお残り~|ずさい。
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’ I本年度会涛一マ 温哉知新一古きをたずね､新しきを知愚～ 本綱ま鯛識轌使肌で諮りま領



文字が描かれていました。

ついに2000年が始まった！ なにか特別な気持ちで

空を眺め~ とても|備れやかな気持ちになりました。

1999年から2000年へ、全てが無猟、 00に変わった'I1を

テレビのニュースで知り、小渕総理が記者会見で｢異

常がなかった事を確認した｣と報告したニュースを|ﾙI

きました。早速、娘2人に、 この感動と新年の欝びを

伝えるため、急いでE-MAILを送りました。

今は、 2000年1月1 11 ･午前1時30分です。このス

ピーチを皆様が聞き、読まれる頃は随分1l#llllが過ぎて

しまった頃だと思います。しかし、 こうして、 2000年

を迎えた感動の瞬間を伝えたくて、 コンピューターの

前に座りキーをたたき始めました。いつのまにか

NIIKの番組では、 Rの出が世界で最初に見られる太

平洋に深かぶ烏、 ミレニアム烏から太陽が出てくる海

原を映し、現地の人が初日の出を迎えるお祝いの蹄り

を''1繩しています。

午前311*です。病院から千砿保健所に｢全て災湘1!!

し」と岐後の報告をFAXで送る時間です。ここで、

キーをたたくのを終わります。

なにか？急に！ わくわくして1 1先程眺めたツィン・

タワーをどうしても間近で兇たくなり新年早々、輿夜

I↑'のドライブを楽しむことにしました。

’|和田会長挨拶
明けましておめでとうございます。 2000年新しい 空を眺め~ とてもllﾄiれやかな気持ちになりました

Millcnniumの幕開けです。 1999年から2000年へ、全てが無猟、 00に変わった'M

本年もよろしくお願いします。 テレビのニュースで知り、小渕総理が記者会見で｢戦
1999～2000の変わりI Iの午後11時45分から、私を含 常がなかった事を確認した｣と報告したニュースをlil

めﾂ州冒4名、看識姉4名、看護助手2名がそれぞれ懐 きました。早速、娘2人に、 この感動と新年の欝びを
1| !電灯を手に、持ち場に着きました。ラジオから流れ 伝えるため、急いでE-MAILを送りました。

る時報の音を大きく_上げ、 「なにも起こらない事を 今は、 2000年1月1 11 ･午前1時30分です。このフ

畑って｣緊張した思いで、息を呑んで待ちました。 ピーチを皆様が聞き、読まれる頃は随分1l#llllが過ぎて
10･ 9 ･ 8～3 ･ 2 ･ 1～00. 1秒･ 2秒･ 3秒～8 しまった頃だと思います。しかし、 こうして、 2000fi

秒・ 9秒･ 10秒。 1分･ 2分･ 3分…9分･ 10分。 を迎えた感動の瞬間を伝えたくて、 コンピューターα

シーンとした空気が流れ、終わった11始まった!！思 前に座りキーをたたき始めました。いつのまに力

わず大声でおめでとうl l と叫びました。衿の顔が NIIKの番組では、 Rの出が世界で最初に見られる汎

ほっとした表情に変わり､部屋中が安堵感に満たされ、 平洋に深かぶ烏、 ミレニアム烏から太陽が出てくる肋

仲|ﾊlと新年の挨拶と握手を交わしました。本当は｢お 原を映し、現地の人が初日の出を迎えるお祝いの蹄じ

めでとう」とビールで乾杯をしたかったのですが、動 を''1繩しています。

務巾！ 皆がニコニコとして、元の仕4ﾄ場に暖りまし 午前311*です。病院から千砿保健所に｢全て災湘11

た。我々男達は急いで病院の屋上に上がり、冷え切つ し」と岐後の報告をFAXで送る時間です。ここで

た風に当たってほてった顔と興奮した気持ちを静め、 キーをたたくのを終わります。

鶴舞公園から打ち上げられたドーンドーンと激しく響 なにか？急に！ わくわくして1 1先程眺めたツィン・

く2000発連続花火を眺めたり、久屋公l鴬|から照らし出 タワーをどうしても間近で兇たくなり新年早々、輿禰

された無数のサーチライトが空に弧を拙く美しい景色 巾のドライブを楽しむことにしました。

をボーと見ていました。遠く西の方には、 ライトアッ

プされた名古屋駅のツゥイン・タワーが、典|割な不死 囹次回例会（1月25日）

城のように浮かび上がり、ビルの真中に~I1i色の2000の 毎月最終は、夜間友愛の日。

'崎､‘易､"獄､徽騎､‘，周､'鼎"跡､"r"1h､"Th､"hJ9r"界祝 賀 会煽､侮騎､"h､"r"鼎､"周､"卜"'計､"場"舟､岬崎､I畔煽、
ミ レニァム

新春にふさわしく新年例会は箏曲生HI流宮城会の大師範、講師・邦楽グループメンバー･TV･ イベンl､等|伽I広く
たにざわちはや

多方面にて活雌眼|!の谷深知巴矢さんによる琴演奏で幕開け。水野民也初代会長の｢3000年に向かって頑張りましょ

う」とのご発声により'塵は始まり。

二両

|(()'I,AHYCI ,UB “日本式”にお銚子を持って会員の方々に年始の挨拶に

まわるウディン君とケイティちゃんの姿も~ ~。

一‘￥￥ :;' ;|護『哀1 1 1 ｡.~鵬鰯W刃･･~竜
ザ

』 蕊、ヘ 一

篝 蝋
=旦ﾆﾆ

薄
薄

『寺

￥
I

奪撒

今回は"衛兵の交替”“思い出の歌声”“鳥のように"の
現代的な楽曲を演奏。

壷一

』

~~~ ~~~着物姿でのご出席者もあり、一層華やかさも増して。

来日されたケイティちゃんのご両親へ歓迎の花束を！
ママのスピーチを日本語に訳して話すケイティちゃんの
日本語の上達ぶりに会員一同感心。

鴬谷副会長の｢益々栄光あらんことを願って｣との閉会挨拶と一本締めにてお開きとなりました。
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