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主雌背は毎年「そのHに桜が咲いているだろうか｡」

ということで気を篠みました。本多の屋敷は山.蝋でも

あり、特に催し物の郷台をllilむ3本の大木は老木でも

ありましたので、毎年|ﾙ|花が遅れ気味でした。徹夜で

石油ストーブを焚いたこともありました。

90歳を過ぎ、 95歳を過ぎると、本多にとってこの会

の|ﾙl雌が生きている紐しであり、次の年の会を'二|標に

・年を生きているようにみえました。一昨年、終に入

院生活を余儀なくされ、昨年の花見は病院から駆け付

けて来客に挨拶をいたしました。そしてその後|AIもな

く、 101歳で他界いたしました。

桜を観ると木多の屋倣の老木を思い出し、つい思い

出ii!fに皆様を付き合わせてしまいました。恐縮の樋み

です。

絶好の'二|に合同例会を設定された東山クラブの艀さ

んに感謝申しあげ、ご挨拶とします。
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名古屋東RC真木会長挨拶
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恒例の6ロータリー・クラブ合同例会が桜を愛でつ

つ開催されるのは鮴しいことであります。さて、桜を

側ると思いIIIすことがあります。それは私どもの業界

の先號の本多I節雄のことであります。

木多は昭ｲ1130年前後に名占屋の周辺で、 ilr墳時代末

期から平安1lｷ代に至る窯の跡を発見しました。後に

｢猿投古窯」と呼ばれる窯跡であります。そして発掘

した陶器のかけらを観たいという方々の要望に応え

て、昭和31年の41･lにI皇|宅で「陶器の附脳と花見の会」

を樅しました。

その後この公は年々お客が増え、特に､lえ成4ｲ|えに例

の「永仁の'厳」を腱ノパした時は人変な人出になりまし

た。この中にお川で蚊いた方もあろうとおもいます。

II1合ロータリー会j量は拠所雌い用事で本|:|は失礼し

ましたので、私、刑会｣遇が樅拶させて唄きます。今l. l

‐つ|ﾙlいて頂きたいのは"Discove'･Japan" llllち

｢l･l水の発見」についてです。

私は日本ではあまり末教を必要とはしていないと思

います。 「神様、仏様助けて~Fさい」と切実に祈らな

くてはいられないような悲惨なことは歴史kでも少な

い。このため宗教が形骸化していて、 これは平ｲ||なこ

とです。 12月25LIにはキリスト教のクリスマスをし、

ｲ|割てには寺院の除夜の鍬を聞き、又正月には神社に詣

でて柏手を打つということをしております。
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更に、社会にいさかいが少ないので、弁i准士の先生

には悪いですが、先進|玉|の巾では弁i瀧士の数が非常に

少ない国です。弁,瀧上を必要とするような爺･いが少な

いためです。これも順一民族から成っている|玉Iである

ので平和なのでしょう。

また、世界で一番磯かな国であるとも! i.えます。例

えば、世界各朧lどこへ行っても、空港の売店にはカメ

ラはニコンにキャノン、電卓はカシオ、 llf,il･は1 1本製

を主に販売しており、 ドル保有商はll堺・です。その

上、その南は''1界で番~平均化しています。それで外

|寵Iへ遊びに出かけることの出来る方も多く、 スイスの

山奥の登山鉄道でも沢lllの日本人（その八割はI断齢者

と女性です）が乗っていて、駅名がI I本I謡でII}かれて

いたり、車内放送が| |本語でなされたりでびっくりさ

せられます。

こんなに裕柵で、 1';;が平均化していて、 、|え111で争い

の少ない好いII;l 、そのR本で私達は生活しているので

す。アメリカのやり方に学ぶとか、 ヨーロッパの真似

をするとかするよりも先ず、 日本を再検｢;､1･し、 1 1本を

再発兄しなくてはと思っております。

ただ、私どものﾉJ不足の為、運営上、至らぬ点が

多々あり、御迷惑をお抄|､けしたことと思います。ロー

タリアンの友情により、御海容頂ければ幸いに存じ

ます。

以上、御礼をもちまして、御挨拶にかえさせて噸き

ます。

名古屋千種RC和田会長挨拶
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､'iホテルは、 '1 ll '1 1 1よりウェスティンナゴヤキャッス

ルに名称変更されました。初めての6ロータリークラブ

の例会です。ホストクラブを勤めてくださる東l l lロー

タリークラブの皆様、おllt!活になります。

このホテルでこのようなひな壇にあがるのは、 1971

年.lHl81. 1の自分の結婚式と、 1990年1011151 1に開催

された1Mの時と、そして今I Iです。

l()年前の1990年は、名外〔ロータリークラブがホスト

クラブで、 まだ|};|際ロータリー第276地Ⅸ、術占膿第

分|><と呼ばれ、ちょうどIGFから1Mに改められた

初めての会合でした。

岐初のｲ.l.ち合わせのllf、 ｜湖本分区代哩より「ロータ

リー活動に参1脚iしないロータリアンは真のロータリア

ンとは云いにくいと思います｡現在､ ;10歳台の方が、ど

のようにロータリ活動に参画しているか、これからど

のようにしたらよいかについて話しなさい｡」がフォー

ラムの主旨であると脱|ﾘIを受けました。タイ ｜､ルは

｢身近なロータリー活動を」でした。

1Mのフォーラムの時、私は「パネリストの方々は、

l･l.ち合わせた時と当I Iの話とでは、本音と建前をなか

なか上手にお話しになる。私は本音のみ話します。私

が干椰ロータリークラブに入会する前、ある飲み犀さ

んの女の子が(JCはただのジャリンコ、 ライオンズ

は速吠えするだけ、 ロータリーは年寄りの集まりで、

ローI､リアンばかり）と聞いた。私もそのロートリア

ンの仲間です。ロータリークラブは輸入品で、サービ

スとか、ボランティアの横文字は口本人に合わないの

では……」と身勝手な‘活しをしました。

この私が今千繩ロータリーの会長です。それも1

今年の3月にライラセミナー（肯少年指導音健成セミ

ナー）のホス|､クラブの会長もしました。なんと！

ライラセミナーのメインテーマは、 「地域社会とわた

し｣、サブテーマは、 （わたしのできる環境保全）と

(わたしのできるボランティア）でした。

|名古屋名東RC村橋会長挨拶
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東名古屋分区の本年度1Mは、去る3i1 7 1_1に開催

されました。 'たに多数の侍様のご参川|をInき、幡況の

うちに終ることができました。ホストを励めました名

*R.Cを代表して、 1'jiく御礼を申し上げます。

ゴミの減履を実現するにはどうしたらよいかという

松原名古屋ili民のおI活を中心にして、環境問題の最前

線で、実際に取組んでいらっしゃる〃々に興亜な意見

を交わして頂きました。

その議論の｢|'から、将来の方向性についての2つの

アピールが出されたように思われます。

1つは、 「環境問題は、単に個々の対策に止まるの

ではなく、社会のあり方をどう変えていくかというと

ころまで視点を広げるべきだ」という提j；でありまし

た。そしてもう1つは、 「その変''l'[のためには、行政

にただ任せているだけでは不十分であって、私達自身

が当事者であるというIもI党を持たなければならない」

ということでありました。

「環境保全に興献を」というガバナー方針に沿った

ロータリー活動の－．翼に参加できたことを、私どもの

クラブの喜びとしたいと思います。
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世の中変わりましたね？ 10年前の私と変わったか

は疑問です？。キャッスルホテルと同じように努力し

て、外観だけでなく中身もみがきたいものです。

最後にライラセミナーの時、とても印象に残った言

葉をお伝えします。

講師（ジョン・ギャスライト様）の言葉： 「外人？

日本人？ ぼく ！ ！ 地求人だよ～｣。

障害のある受識生の言葉；少子化・老齢化とボラン

ティアのテーマに付いて話している時。壇上より我々

ロータリアンをじっと眺め、もじもじと「少子化？

高齢化？？ ．．…老朽化？．．…･」

若い受識生の言葉： 「ボランティア？みんな、やっ

てるよ～！ どうしてボランティアと、あえて言って、

差別するの？」

会場の外に座っていた占いロータリアンの言葉：

｢ボランティア？ 自己満足？＋・アルファー？」

どけ水で発電しています。今回は少し変わった雪どけ

水の使い方を紹介しました。

’名古屋東山RC森田会長挨拶
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本日は親クラブの和合RCさんをはじめ、それぞれ

のRCの皆様には多数のご列府を賜り、厚くお礼申し

上げます。

また日頃からのご厚惜に対しまして、心より感謝申

し上げます。

1999年～2000年ロータリー年度も、余すところ2ヶ

月半となり、まもなく終りを迎えます。現在では、今

年度計画の総仕上と、来年度への始まりに向けて蕎々

と準備が進められている状況ではないでしょうか。年

度の終りが来て、次の始まりが来る。つまり、歴史は

始めと終りが継続してやってくる。仕事もそうなのか

も知れません。

まだまだ不景気ですが、私も時々、錦のクラブとか

に出掛けることがあります。ああいう水商売は「迎え

三分、送り七分」といわれますが、 「まあ、いらっしゃ

いませ」と声を出して集まる。非常に歓迎されている

のかと思うと、途中で中堅クラスはほとんどいなく

なって、新人みたいな訳のわからないのが集まる。

ところがいざ帰るとなると、ママをはじめぞろっと

出てきて「またおいで下さい。今'二lは忙しくて何もお

構い出来ませんでした。この次はサービスいたします

ので」などと言ってみんな総出で見送る。実は終りが

次の呼び込みの始まりとなっているのである。

皆様がたの会社も、新年度が始まったところも多い

かも知れませんが、会社も年度始めに年度の終りを見

越して、計画を立てているんだと思います。つまり始

めに終りの時のことをよく考えておかないと大変なこ

とになります。

最近ミネラルウオーターを飲む機会が増えました

が、容器のペットボトルの処瞳は始めに考えてなかっ

たでしょうし、核兵器も、人類を何千向も何万回も殺

せるだけの量を、競争で作ってしまい、核軍縮する段

になって、その処理が最大の問題になってしまった。

終りを考えていなかったのでしょう。

20世紀で始めたものは20世紀中にカタをつけておか

なければいけないのですが、厩l家の財政赤字も640兆

円と、 21世紀に生きる人に大変なお荷物を残してしま

いました。やはり始めと終りをよく見極めていきたい

|名古屋昭和RC伊丹会長挨拶‐

ll召和ロータリークラブの伊丹でございます。このよ

うなすばらしい集い、ホストクラブの皆様、大変あり

がとうございました。

名古屋のサクラは今が盛りですが、雪国では雪どけ

の季節本番です。私は会長挨拶では水に関する話をし

ておりまして、本日は雪どけ水の利用法についてお話

しします。
かわにしまちせん

雪国新潟県十日町市の隣にある、中魚沼郡川西町千
じゅ

手というところに、同鉄直営の千手発電所がありまし

た。ここでは雪どけ水を利1Wして発電し、東京の山手

線や京浜東北線の電車を走らせていました。雪の力で

発電する、いわば「雪力発咽所」というのです。

雪どけのころ、発噸所の貯水池は'雪どけ水で--.杯に

なります。国電のラッシュアワーを迎える朝8時ごろ

になると、急に池の水位が下がりはじめます。30分も

すると、池の底が透けて兇えるようになります。この

ままでは水が底をつくぞと、心配してしまいそうにな

りますが、やがて水位の低下が止まります。夕方まで

には雪どけの水が溜まって、夕方のラッシュに備える

のです。

国鉄が分割民営化された13年前、千手発電所はJR

mI本に引き継がれました。この発電所は、同社直営
おじゃ

の発電所として現役で動いています。また、小千谷市

にもJR直営の信濃川発電所がありますが、 ここも雪

＝
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松島孝彰君、宮尾紘司君、三好親君、水野

民也君、水野賀續君、水谷祥督君、森幸一君、

西川豊長君、西野英樹君、鷺谷龍男君、佐久

間良治君、佐野寛君、鈴木正男君、鈴木理之

君、田部井良和君、魚津常義君、山田壽勝君、

吉田節美君、吉田 玄君暖かくなりました。

鷲野義明君夫人誕生日祝い

竹内眞三君本日も無事健在を感謝します。夫人

誕生日祝い

加藤重雄君結婚記念日祝い

三輪 康君暖かくなりました。結婚記念日祝い。

ものです。

最後になりましたが、私共大変不馴れであります

が、会員一同一生懸命準備をいたしました。不行届

きの点が多々あると思いますがお許し頂だきまして、

どうか時間一杯、ごゆっくりご歓談いただきますよ

うお願い申し上げ挨拶と致します。

囮次期ホストクラブ挨拶

名古屋東RC真木会長

c，惨Qc"c*Qc*ccrLc3湯｡c影、懇親会 ・易'‘c易'‘c湯．c易…湯‘c鯵、

囹乾杯 坂本ガバナー補佐

囮出席報告

会貝 71(66)名 出席 48名

出席率 7273％

前々回 3月28日 （修正出席率) 100%

囮ビジター数（4/11） 53名

｜ニコボックス｜
足立一成君、秋山茂則君、二村聰君、伊原

正躬君、池森由幸君、石黒正則君、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、小坂井盛雄君、宮尾

紘司君、水野賀續君、森幸一君、本山孝君、

西川豊長君、尾関武弘君、鷺谷龍男君、佐野

寛君、笹野義春君、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、山田壽勝君、吉田節美君合同例会宜

しくお願います。

大谷和雄君会員誕生日祝い。

山本英次君結婚記念R祝い

(4／4分）

秋山茂則君昨日4月3日を戦前は神武天皇祭と云

いました。この日は初代神武天皇が熊襲族との闘い

で苫戦を強いられ形勢不利に傾いた時、俄かに天空

が明るくなり、一羽の金の鵠が舞い下り天皇の弓の

先に止まり、敵に向かって強い光を燦然と放ち輝き

ました。その光に熊襲軍は日が眩み敗退しました。

この戦の勝利で天下統一を果たした記念すべき日です。

萩原喜代子さん さくらの花がちらほら、幸せな気

分になります。

石黒正則君ライラでは皆様に大変ご迷惑をおか

けし、申し訳ありませんでした。

神谷幹雄君卓話させていただきます

成田良治君河村君、今円は突然お伺いし、大変

お世話になりました。有難うございました。

和田正敏君ちょっと良いことがありました。

足立一成君、青山敏郎君、深見章君、二村

聰君、林哲央君、伊原正躬君、池森由幸君、

伊藤健文君、河村政孝君、菊池昭元君、小林

明君、小林俊幸君、小杉啓彰君、小坂井盛雄君、

黒須アイ子さん、牧野登志子さん、松居敬二君、

例会変更のお知らせ

名占屋名北RC

名古屋南RC

名古屋東南RC

名古屋西南RC

4/19(水)春の家族会の為、 4/22(J

関ヶ原・長浜方面へ
4/19伽春の家族会の為、 4/15(i)
新名古屋ミュージカル劇場にて

4/20(洞春の家族会の為、 4/16(日）
ミュージカル「キャッツ」観劇
4/20(利春の家族旅行会の為、
4/22出詳細未定
4/25㈹春の家族会の為､4/23旧)高遠へ
4/27体)環境保全例会の為、
海上の森にて9：30～

ー

豊山一城北RC
名古屋東南RC

一例会休会のお知らせ－、

※定款第4条第1節により(ビジター受付はありません）
5/1(月） 名古屋東RC、名古屋中RC

名古屋昭和RC、名古屋空港RC
名古屋栄RC

5／2㈹ 名古屋名東RC、名古屋名南RC
名古屋錦RC、豊山一城北RC

、 ノ

r--------‐第140回ゴルフ会成績-------弓

藤岡ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌ4/lltld
I RANK NAME Out lN G HcpNET
｜ 優勝森 幸~ 49 53 102 25 77
1 2位三好 親 45 41 86 12 74
1 3位成田良治 49 49 98 19 79
1 B B 水野賀續 50 55 105 12 93

（参加者 11名)

次回ハンディ変更森君20 1
L－－－－－－．－----.------－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－－－－－－－－－‘___-.-.---.---.__－－－－－－－ョ

三一

－自宅住所。変更のお知らせ－

会 貝 中山信夫君
自宅住所 〒451-0042西区那古野2-21-10

サンパーク名古屋駅前401号
TEL 571-7680

囮理事役員会議題（4／4日）

l .新入会員候補者の件

2．親睦活動（春季家族会）の件

3．青少年交換学生のfl:

4. 2001～02年度財団奨学生選考試験の側

5．次年度最終例会アンケートの件

囮次回例会(4月25日）

花祭り夜間例会 於：松楓閣 18時～

－4－


