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

1999～2000年度RI会長カルロ・ラビツツフ

No25

鞭…………響きようの例会侭…………笥
:第836回平成12年1月25日(火） 融聰
鴨淨侭妙侭琴侭塑虚勢侭呼侭響』掘割侭製‘債ｼ亀‘』‘長ｼ農‘》愚挙轟鰹,侭響,侭響戸雲侭或

友愛の日

毎月最終例会は夜間（友愛のH) 18時～1911*

乖謹病………響，先週の記録侭…………笥
;第835回平成12年1月18日(火） 晴；
陰琴‘表ｼ鰹,侭響揖起,侭琴侭鰹』『長‘響侭勢舜學,侭馨,‘長ｼ琴侭響侭響侭琴侭碧,‘,毒淫婦よ

囹"奉仕の理想”

囹出席報告

会貝 70(66）名 出府 43名

出席率 65.15%

前々ILil 12月28日 （修正出席率)97.01%

囹ビジター紹介 2名

喜寿のお祝い

今月161]に鈴木正男君、 23日に山田詩勝君が喜寿を

迎えられ、会長よりお祝い金と花束が贈られました。

,へ

田部井幹事報告’
1 ‘本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はそのままお残りドさい。

次回例会は夜間例会で友愛の日となります。

2． ロータリーの友1月号とガバナー月信がきており

ますので、お帰りにお持ち下さい。

｜ 和田会長挨拶 ｜
スピーチを考える時、どうしても難しいテーマを

考えてしまいます。初代会長の水野さんの挨拶は、

内容は忘れましたが、大変ウィッ|､に飛んだショー

トスピーチでした。私は入会直後でもあり、大変緊張

していましたが、挨拶を聞くたびに心が和みました。

2000年の新年例会では、久しぶりに水野さんの挨拶が

聞けました。

水野初代会良の乾杯の挨拶は、 「l()00年前！ さすが

の私も紫式部とは会えませんでした。 2000年をこうし

て皆様と迎える事ができ幸せです。これからの科学技

術の進歩により、 3000年もこうして皆様と手をつない

で過ごせる朝を願い、 ・ ・ ・乾杯！ ！」でした。

しばらく会場がシーンとした後、あちこちから拍手

が起こり始め皆様が口々に｜~ウーン！ Iさすが水野

さん！ ！」と会員一同、感動の大拍手が巻き起こりま

した。こうして、 2000年の記念すべき新年例会がすば

ニコボックス｜
秋山茂則君本日スピーチをやらせて頂きます。昔

の姿もお兇せします？

青山敏郎君良い暖かな|]になりました。

浅井誠寿君元気の書もっとも高し吉普揚

山田壽勝君テーブルの配置を見て蒲郡の例会を思

い出しました。

二村聰君田部井良和君例会場が変わりました。

宜しくお願いします。

萩原喜代子さん堀江宏輝君伊原正躬君池田

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豊君河村政孝君小林

明君小山雅弘君黒須アイ子さん牧野登志子さ

ん三好親君水野民也君水野賀續君森

幸一君成田良治君西川豊長君尾関武弘君

鴬谷龍男君佐久間良治君佐野寛君鈴木正

男君鈴木理之君竹内眞三君舎人経昭君

魚津常義君和田正敏君吉田節美君

本日からメゾンブランシ1にお世話になります。

吉田玄君会員誕生FI祝い。

石黒正則君今日は良い事がありました。夫人誕生

日祝い。

へ
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||1 温識知新轌背きを総う翰､新池巻鐙知溶一誰蕪度韓長瀞一マ 恭紙(郵憩魂礎僅附し悪諮りま薪も



らしい会で終わりました。

我々の年度も、あと半年ですが全ﾉﾌﾞで活動を行い、

皆様に満足していただくよう努力しますのでよろしく

お願いします。

メゾン・ブランシュで約311 1御世話になります

が、 スピーチは短め、食事は多めでフランス料理を楽

しみましょう。

rローターアクトクラブよりお知らせ、
’~~

2月第1例会

1. 1 時 21 1 1 1 1 (火） 点鐘19:00

場所 名占l鎧ガーデンパレス

テーマ ・般背参加lyl1ZF

担、Li 企画広報委興会

2月第2例会

口時 211 1511(火） 点鐘 19800

場所 名ll｢屋ガーデンパレス

テーマ 次!＃l役典選IIII

胆当 役典

～その他行事～

R.l.D2760地区親睦

日時 2月27日(日） 開始10:00

場所 一宮スポーツ文化センター

名古屋千種RCとの合同例会

l｣ ll寺 211291二1(火） 点鐡 18:30~

Lj珊所 ラ・メゾン・ブランシュ ノ

"私のロータリー”

会員秋山茂則君

囹卓話

へ

例会変更のお知らせ

名古屋RC 2/l㈹､#'1立75周年記念式典の為

17;00~

名古屋南RC 2/2(ｲ〈)､'IRC合|剛夜間例会の為

名古膝大須RC 2/3(桐､大須観音にて節分例会の為

名占屋東南RC 2/3体)4RC合111夜間例会の為

2/2(水)、観光ホテルにて 18:00~

名占屋瑞穂RC 2/3体)、 ′IRC合同例会の為

2/2(水)、観光ホテルにて

名占睦梢lfiRC 2/8㈹、 ′IRC合IIil例会の為

2/2(水)、慨光ホテルにて

名1'i"11"IIRC 2/1;I(I 1)､職場例会の為

2/15(k)禍大附屈瓶|流にて

名占屋錦RC 2/15㈹、4RCfFIIil例会の為

2/16(水)､j〔急ホテルにて

椚占膿"I北RC 2/16(ｲ0, 'IRC合I111111会の為

東危(ホテルにて

名古陸大鎖RC 2/17(木)、 IILi潴古隈分区1Mの為

ナゴヤキャッスルにて 15:00~

名占屋北RC 2/18(it)､ 4RC合|同l例会の為

2/16(ｲ〈)､ 180()~

豊山城北RC 2/29㈹､夜|ﾊl例会の為 18:30~

※2/17体)名古屋守山RCが例会変更になりますが、

サイン受付は致しません。

わがクラブの朧史は18ｲ『．､私のロータリー歴も18年。

現在70名余のメンバーですが、創立当時の顔ぶれは18

名程、 、11時は女'|'|§は入会できなかったが、現在わがク

ラブには紫lliliらしい女性が4名いる全体の年齢構成

をみるとII"l1 .桁ﾉkれが約3分の2，70才以上が13名。

本年度会腿のｲIIIIIさんは、 「先飛の話を聞き､それを基

本としてクラブの活性化をi;l･ろう」と温故知新をテー

マにスタートした。その先錐の一人であるため、卓話

の依頼を受けた。取り立てて云う程のこともないが、

クラブでI'|分が考えやって来たことを披露する。

会報姿興一!沈んで1'1わなくては会報の意味はな

い。読んで!'fえると思って、紙而のアクセサリーの

微で会興の好きな‘棚人'崎lll､諺を聞いて戦せた。
また会興 ・人ひとりの他殿法を|ﾙlき取り取材した。こ

れらは、その人の人衲などIII1てlililf |い記覗ができた。

ニコボックスー黙って索辿りするよりはヤァーと

声ニコボックスとIIIし'二げて、伽固受付けに出て一

人ひとりにﾉIｱを柵け|%l心を促した。迷惑をお掛けした

がお陰で沸金が墹えた。

会長一｢笑う角には細きたる」のテーマを掲げ、会

長挨拶のとき、 ・礼し頭をkげたとき、ワッハハ……

と人声で作り笑いをした。初めはぎこちなく、戸惑い

もあったがそのうちに'IWIれてきて、皆さんにも歓迎さ

れたようだ会場のムードも変化した。

まだ色々あるが、愛するに任期は年、旨くいかな

くても年の恥の掻き総て例会が少し変化し、マン

ネリ化が|ｿjげればよいと思ってやって来た。何か役が

きたとき、それぞれが、ちょっとT大して変化を加え

るとlii l'I味もでるのではないか、旨くいかなくても一

年間ぐらいだから、艀さんはロータリーの友情で辛抱

して「さると思います私も辛抱します。辛抱された

経験がありませんでしたか。

へ

月度理事役員会議題（1／18）

・新人公幽候鮒尚の件

・ ’99～20()()年度上半期決猟搬告のf1

．水野宏衙退会の件
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１

２

３

圃

画次回例会(2jl 2I I(水) )

節分例会 城l 1 l八l陥宮にて 5時～

－2－


