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｜ニコボックス｜
中井常雄君この度4月末'二Iをもちまして退会させ

て頂きます。大変長い間ご厚誼にあずかり有難うござ

いました。

福井章君本|-|入会させて頂きます。宜しくお願い

致します。

池田隆君小林さん良かつたですね。

石黒正則君ホームクラブ先週忘れ、申し訳ありま

せん。

小林明君69才になり頭が悪くなったので第2赤-|‐

字瓶院で脳の澗性化をして~ 20Hぶりで出席致し

ました。

小坂井盛雄君ちょっと良いことがありました。

水野賀續君 Ili話します。

鈴木正男君木'二|新人会の棚|:章君をご紹介させ

て1頁きます。

和田正敏君小林|ﾘ1さん、おつかれさまでした。

山田壽勝君釣りキチニ平こと鷲野蕊明君作詞の

｢魚つりの歌」がとてもステキなので、思わず作IIIIさ

せて頂きました。

足立一成君、秋山茂則君、二村聰君、萩原

喜代子さん、堀江宏輝君、伊原正躬君、伊藤

健文君、伊豫田博明君、神谷幹雄君、神崎住恵

さん、加藤重雄君、加藤大豐君、河村政孝君、

菊池昭元君、黒須アイ子さん、牧野登志子さん、

松居敬二君、松島孝彰君、水野民也君、水谷

祥督君、森幸一君、成田良治君、西川豊長君、

大谷和雄君、競谷龍男君、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、魚津常義君、山本英次君、吉田

節美君、吉田玄君

福井さんご人食おFI出とう。株式の方向等よろしく

御指導の根〃

西野英樹君夫人拠生FI祝い。

小杉啓彰君25年たちました。夫人誕生日祝い。結

婚記念|言|祝い。
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た不安の中にある。この戦態に、市民は何も知らさ

れていないと苛倣ってみせても、それは擬似的批判

でしかなく、知的サボタージュの隠蔽でしかない。

少なくともたった今、アメリカ流の粗っぽい市場経

済を｣E当な経済行為として容認してしまった11本社

会は、 まもなく面面するであろう内的自然の産業化

という衝動をどの穐度の品位に抑制できるか、強く

葱i識しておくべきであろう。）と述べている。

中井常雄君退会挨拶

私事ですが、 この度4月末日をもちまして、身上

の都合により退会させて頂くことになりました。

思い起こせば3年llヶ月皆様に人変温かいご指導

とご鞭推を賜わり、又ご厚誼にあずかり心より感謝

と御礼卜|'し上げます。

侍様方の益々のご健勝とご多幸、そして当クラブ

の続々のご発展とご繁栄を祈念致しまして、退会の

挨拶とさせて頂きます。有難うございました 醐卓話“私のロータリー”

会員水野賀績君

田部井幹事報告

1 . 4xl I IWII会終了後、 ｜臨時総会を|ﾙl雌致しますので、

全会“お残り|くさい。

2．次I111 ， 10時30分よりクラブアセンブリーを開催

致しますので、 |1111の方はお忘れのないようご出

席ドさい。

3作季家族会のミュージカルチケットは、 191｣(t)

当H皆様にお渡し致します。尚、厚生年金駐車場

が混む恐れがありますので公共交通機関をご利用

いただくよう、お願い致します。

＝

千種RCに、昭和57年8月に入会。 、|え成6年、

1994年～95年度の会長になりました。

大変優秀なスタッフに恵まれて、楽しくl l : ,I$をさ

せてもらいましたが、その年度に、阪神淡路大震災

と地ド鉄サリン,lf件という大'lf件がありました。

千種RCも初めての経験となることが、 2つあり

ました。 1つは1Mのホストをしたことであり、

もう1つは、 IAC、 RACの提11IIクラブになった

ことであります

1Mは、大谷分区代理のもと鈴木（正)実行委員長

がI|!心となって進めてもらいましたので、私は見聞

役でありましたが、それでも2～3仕術がありまし

た 「登録人員の確保、会員の全員IIH席、近衛忠輝氏

に撒演の依願」が私の役削でありましたが、緊張・

感I洲・落胆・感激、 といろいろな思いを経験させて

もらいました。

IAC、 RACの設立については、年度の後半l

jlﾄｲﾘ、大谷分区代理より、分区内8RC (北、名

北、守1 1 1 ,束、 イl1合、名東、昭和、 T･")の会長、

iiif!li , I!『少年湘肋委員長公縦が招集され、協縦が始

まりました。

名~11i屋第z分IXのII1に、それまでIACもRAC

もなかったこともあって、当初各RCの対応は、非

術に消械的でした．

雌谷ガバナーの情熱あふれるリーダーシップのも

と、 1 12～3II'lの会議が開雌され、鎧終的には、年

度内に2つのIACと1つのRACが誕生しました。

ガバナーi(禅の"H的のために手段を選ばず”的

な経緯で、決して|ﾘl則なものではありませんでした

が、 当RCは、橘ll『屋短大附偶商校IACの提昭

(東、昭和と共IIil)と名城RACの提唱(8RC共同）

をすることになりました。

1Mのホス|､とIAC、 RACの提IIHというとき

に、会長をさせていただいたことは、大変ラッキー

であったと思っています

和田会長挨拶’

今月は環境週間です環境問題については3 11の

ライラセミナーでも、 1 ･Mでも討議され、近々例

会でも取り上げます。私は地球脱,脱の環境問題につ

いて、金11i界のロータリーがプロジェクトを作り

大々的に取り上げるべきであると考えます。

それ以上に私が恐怖を感じることは、新聞紙上

でも!活題になっているII;|際上|､ゲノム解読計l'l'iが、

コンピューターの進歩により、解読終了時期がはや

まることですゞ ヒトの遺伝子が解読されれば、全て

の生命( Iz I然）に対する侵攻が開始されます。

そのひとつは以前スピーチでも取り上げた「ク

ローン」の問題です。 イギリスのliﾙ究所で生まれた

｢クローン羊」の砧魎はllt界を驚I嘆させました。先週

スピーチをしたチンハン人『アイとアユム』も今後

遺伝fレベルの問題「ヒトとチンパンジーの過伝子

は98％が|｢11じです。なぜ2%の述いが？ 現在にい

たったか？」などがとりざたされると思います。

このような問題について、 ！|!学II*代に同級生で

あった三菱化学生命科学研究所の米本昌平氏が『ヒ

トゲノムj ･ ｢Iﾉ1的[|然に侵攻する技術文IﾘI諭的

課題柵う科学論」のタイトルで、 ！;ﾘIH新聞の夕刊、

2000年2月28口のI1#評論壇に掲!I没されています

彼は、 ( 2 1- - llt紀は生命科学の時代と言うとき

実際には何を意味しているのだろう。 つ確実なこ

とは、われわれの肉体を含むﾉ|そ物的自然がフロン

ティアとみなされ、研究資源がこれまで以|ﾐに集中

的に投入されていくことである。その場合、雄大の

問題は、 これが内包する思想的課題が正確に把梶さ

れ提示されてはいないことである。～かつて'k命の

設計|叉|とされたDNAがヒトゲノムとして再登場し

て以降、われわれはその本性を把握しかね、漠とし

一

－2－



『率智‘長’……鍵‘先々週の記録､ﾐﾂ…………諭
;第850回平成12年5月2日（火） 晴；
囎響,銅啓示ｼ啓嗣砦戸些嗣凶丙智‘債ｿ些詞啓侭;馨,ポッ鰹,《損ﾂｰ‘,：ｼ陰4,-e‘』‘長ｼ型‘債ｼ響丙必

松居敬二君美しい新緑の季節となりました。五

月の感触は格別です。結婚記念日祝い。

|田部井幹事報告囮"君が代”“我等の生業”

囮出席報告

会員 70(65)名 出席 51名

出席率 78.46％

前々回 4月18日 （修正出脈率) 100%

囮ビジター紹介 6名

囮ゲスト紹介

米山奨学生 ウディン･エムディ・ザイール君

囹今月の会員誕生日

秋山君（5/2)、小山君(5/15)

ニコボックス

東RC水野茂生君父と息子が世話になってい

ます。

池田隆君ワンチャンおめでとう〃

水野民也君息子と共に出席しました。

成田良治君黒須先生、昨日は有難うございまし

た。

西川豊長君本日卓話をさせて1頁きます。

和田正敏君ついに“ワンジーチャン，、になりま

した。

鷲野義明君「私の近況」大きな目玉のメバルちゃ

ん、菜種梅雨にはアマゴちゃん、紅いおくべの桜ダ

イ、花見酒盛りアイナメちゃん、初夏はまだかとマ

ダカちゃん、 月には若葉のカツオ君、 コイの季節は

アユとキス、恋人廻りのススキさん、 カレイ （彼）

はとっても忙しい。

山本眞輔君 16Hから県美術館ギャラリーで「日

彫展」を開催します。ご高覧下さい。

足立一成君、二村聰君、林哲央君、伊原

正躬君、池森由幸君、伊藤健文君、伊豫田博明

君、神崎住惠さん、加藤重雄君、菊池昭元君、

小林俊幸君、黒須アイ子さん、牧野登志子さん、

宮尾紘司君、三好親君、水野賀續君、水谷

祥督君、森幸一君、本山孝君、大谷和雄君、

鴬谷龍男君、佐久間良治君、佐野寛君、鈴木

正男君、田部井良和君、舎人経昭君、魚津常義

君、山田壽勝君、山本英次君、吉田玄君

美しい新緑の季節となりました。五月の感触は格別

です。

小山雅弘君会員誕生日祝い。

秋山茂則君今上Iから72才になります。過日、地

下鉄に乗りましたら学生風の若い男性が、前に立っ

た私に席を譲ってくれました。私は．‘いいですよ．，

と辞退しましたが敢えてすすめてくれたので結局私

は座りました。そして考えました。 72年唯きてると

やはり年寄りに兇えるんですね〃会只誕生日祝い。

神谷幹雄君4月23日京都競馬場で愛馬が初勝利

を勝ち取りました。夫人誕生日祝い。

加藤大豊君大口弘和君結婚記念日祝い。

1 .本日例会終了後、理事役員会を開催いたします

ので、理事役員の方は芙蓉の間にお集まり下さい。

2． 中井常雄君が4月末にて退会されましたので、

ご報告致します。

3．次回例会終了後、 ｜臨時総会を開催致しますので、

全会員お残り頂きますようお願い致します。

4． ロータリーの友5月号とガバナー月信が来てお

りますのでお帰りにお持ち下さい。

’ 和田会長挨拶

誰がゴールデンウイークの真中に例会を開くのだ

と怒られそうです。が、我々の職業には、休みの概

念がないのかもしれません。

ついに、 2000年4月26日、 「ワンちゃん」から「ワ

ンじ～い」になりました。

4月26日の朝刊に、犬山市の京大霊長類研究所にお

いて、言葉や数学を理解するチンパンジー『アイ』

が雄の赤ちゃんを出産した。ひとに最も近いチンパ

ンジーが得た知識や技術を次世代にどう伝えるかを

解明する世界に先駆けた研究が、スタートすること

になった。と報じられていました。

この研究所の先生は、 「｢アイ」は、天才ザルでは

ないのです。チンパンジーはサルではありません。

ほとんどヒトです。チンパンジーは『チンパン人』

と述べています。

自分の孫と、 このチンパンジーの赤ちゃん「アユ

ム」といっしょにしては、私の娘にとても失礼と思

いますが、なにか、 21世紀がどんな世界になるか、

考える時、 この「アユム」の発育と将来がとても気

になります。まさか、映画の「サルの惑星」になる

とは思いませんが？

‐度、このチンパン人に会ってみたいと考えます。

－

へ

囹卓話“私がロータリーから得たもの”

－回顧と展望一

会員西川 磯長君

皆さんは、 1996～97年度に、 “職業奉仕事例集”が

出されたことをご存じでしょうか。巻末の奥付には、

1997年8月吉日となっていますから、その当時の会員

の方には洩れなく配布されているはずであります。

この本には、 64名の会員の方々について、色々の

－3－



項目が載っておりますが、本日はその中の「入会し

て良かった事」という欄にスポットをあてて、本日

のテーマの、 “私がロータリーから得たもの”と重ね

合わせて見るのも而白いかと思います。

なお、 96～97年度は、今から3代前、私が当クラ

ブの会長だった年度で、巻頭の「発刊によせて」と

いう一文を書いておりますが、お目通し頂ければ幸

に存じます。

さて、 「入会して良かった事」を集約してみますと、

64人中48人が、 「多くの友達を得たこと」とか、 「異

業種の人と知り合いになったこと」を挙げておられ

まして、親睦の実が大いに上っていることを示して

います。

ところが、奉仕については、 「奉仕活動の一員にな

れたこと」とか、 「奉仕について理解した、考えさせ

られた」と若干表現に違いはありますが、 5名位の

方が「良かったこと」としておられます。

また、特に職業奉仕に限って、 「理念に共感した」

とか、 「地域社会に奉仕できること」を挙げている方

が2名ありました。

次に、 「国際的なこと」を挙げている方が3名位あ

りました。

その他としては、 「生命を取り止めてもらった」と

か、 「営業上の利益があった」という方が各1名あり

ました。なお、 「良かったこと」特になしが1名、白

紙3名位ありました。

ところで、私は何といっていますか。そのまま出

してみます。 「諸々の職業の指導的地位にある様々の

人に接することができ、親睦と奉仕の両輪の活動は

広く|玉|隙的で、自己啓発に資することが大きい。ま

た例会の出席に努めることは、健康の保持に有効で

ある｡」一寸何もかも良い事づくめといった感じです

が、現在の心境を一言でいえば、ロータリーは私に、

目に見えないものの価値を自覚させてくれたという

ことであります。戦後ふり返ってみますと、峨前に

比べ豊かな暮しができるようになりましたが、 ロー

タリーの持つ精神的なもの、職業奉仕とか、四つの

テスI､などとかいって、それを現在模索している。

そのこと自体に価値を見出したいと思います。

ロータリーの友10月号にRI会長カルロ．ラビッ

ツアは「変化する勇気」というメッセージを出し、

｢塑壕に身を隠すようなやり方の結果、私たちの組織

は時代に取り残されている…」といっています。わ

が千砿クラブでも全く同様で、新千年紀において、

成長するは言うに及ばず、存続し続けるには、私た

ちを取り巻く世界に追いつかなければなりません。

例会変更のお知らせ 、
／

5/22(月)創立10周年記念例会の為

5/23(火)春の家族会の為、 5/21(LI)

奈良方面へ

5/24㈹春の家族会の為

5/25体)530連動青空例会の為、

大高緑地公園へ

5/30'㈹夜間例会の為18時30分～

6/5(月)春の家族会の為、 6/15(木）

御園座にて16時～

6/7(水)あじさい例会の為、八勝

館にて18時～

6/8"IDMの為「香楽」にて18

時～

名古屋栄RC

名古屋名東RC

名古屋和合RC

名古屋東南RC

豊山-城北RC

あまRC

名古屋和合RC

名古屋東南RC

ノ、

二二可

－他クラブ例会場,例会日等変更のお知らせ－

名古屋東南RC(2000年7月1日～）

例会場 名古屋マリオットアソシアホテル

17Fコスモス他

〒450-6002中村区名駅l-l-4

TEL. 584-1111

例会日 水曜日 (12 : 30～）

ﾋｼﾀｰﾌｨ- 4000円

事務局 名古屋マリオッI､アソシアホテル

2203号室

TEL. 583-0010 FAX583-0009

自宅住所変更のお知らせ一

員 久野峯一君

所 〒464-0067千種区池下l-5-5

TEL. 759-5556

、

会

自宅伯
夕込

k ノ

臨時総
合

2000～2001年度、細則第4

(毎月最終例会を昼間に変更

れました。

〈一／一一、ノー、／〈廷 、〉〆へ

囮5月度理事役員会議題（5/2）

l.有珠山噴火災害義援金の件

2．退会届の件

3．春季家族会の件

4．青少年交換学生（ケイティ

-2000~01年度:騒霧霊員会謝局
開設日 4月17日（月）

事務所 ウェスティンナゴヤキャッスル427号室
TEL.521-2187 FAX. 521-2163

時間 AM9:00～PM5 : 00 (土・日・祝休）

実行委員長 安井信之（名古屋和合RC)

大会幹事 服部和史（ 〃 ）

ズロム）帰|玉Iのfl

囮次回例会（5月19日）

春季家族会ミュージカル「コーラスライン」観劇

－4－


