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ロータリー2000：活動は－堅実、信望、持続
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1999～2000年腿R】会長カルロ・ラビッツ7
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狭心症は、早期にil韮くI診断がなされ、その|ﾊ|に致

命的な不整脈や心臓破裂さえ起こらなければ、ほぼ沿

療が出来ます。急性心筋|姻噌の場合、発症3時間以|ﾉﾘ

に心臓カテーテルによる狭窄改善治療（バルーン．

STENT)が最先端の治療です。この治療が受けられ

る病院は名古屋市内でも数多くあります。いずれにし

ても、本人の自覚旅状をj1ルく診断することが必要で

す。これらのりi職(のリスクファクターは、男、タバコ、

,高血IIi、糖尿病、 i制崎l11.ﾘii;です。女性も、閉経後は糀

恵が必要です。

症状は、胸の締め付けられる病みです。慰者様の‘活

を聞くと、色々な表現をされます。動いたり、常に使

用していた階段を登るときに､ギューと胸苦しくなる。

1!ﾃ'.l.!に重苦しく、鈍い；1筋みがドーンと続く。みぞうち

に、焼けるような州みが走る。左肩から、左腕に州み

が走る、等です。ストレスが、発症の引きがねです。

一般的検査は、心咽叉|、負荷心電図を行います。凝

いがあれば、吏に、2411filII心噛lxl、 ｜､レッドミルテス

I､ ､超音波検査等を行いますが､私の考えは皆様のよう

に社会的に重要な方で､さらに多忙な方に対しては､確

定診断として冠動脈造彩検査を受けていただき、治旅

が必要かを早期に決める聯が大切であると思います。
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卓話“日本とイタリア”
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密出席報告

会貝 71(65)名 出席 53名

出Iﾙｻ率 81.54%

前々同 5月1911 (修正出席率)96.97%

圏ゲスト紹介

米山奨学生 ウディン君

i!i少年交換学生 ケイティちゃん

圏今月の会員誕生日

"jl;君(6/1)､小杉巻(6/11)､魚津科(6/11)､三輪君(6/22)

圏ニコボックスは紙面の都合上､次回掲載と致します

へ

’ 田部井幹事報告
1 .本日例会終了後、現・次年度理事役員会を|刑雌致

しますので、皿当の〃はお残りドさい。

2． ロータリーの友6)二lﾅﾁとガバナー)二l信、ロータリー

F1I腱が来ておりますのでおり11}りにお持ち下さい。

BRI会長賞・披露

’99～2000年度RI会踵蜘を受1'iし､和田会長より披

露されました。

｜地区協議会報告｜
圏尾関武弘会長工レクI、

200()～2001年度のための2760地区、地|><|"識会が4

月15日ウエスティンナゴヤキャッスルに於て、約1600

名の出席者のもと開催され、当クラブより約20名の参

加がありました。

′｢前II!は､地区ガバナーの挟拶の後､福田ガバナーエレ

クトの新年度のLII梨についての話がありました。

次年度フランクJ.デブリンRI会長のテーマは“迩識

をI喚起し一進んで行励を”であります。 21-11t紀を迎え

るに当り、我々のill界には適切に対処されぬまま、放

世されている問迦があまりにも多い。このような,蒲|H1

題が存祇することを先ず意識し、そしてその解決の為

に進んで行動を起そうと提.i昂しています｡又､ガバナー

のテーマとして5つのI言l隙を掲げられました。これに

つきましては、次年度に人ってお話しさせて頂きます。

’和田会長挨拶

近い将来、遺伝子治旅が岐先端の縢療になることは

間述いない事実です｡が､飛々はその|災学の恩恵を受け

るまで､多分生きていないでしょう。そこで、 61=1のス

ピーチは､私のできる職業本H:をしようと考えました。

私の専門は、内科・ル紐'1器系で、特に心疾患につい

ては興味があり、そのなかでも狭心推・心筋梗塞と心

筋症です。心筋症の治娠の雌先端は、心臓移植です。

いずれは遺伝子治療に移行するでしょう。
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圏池森由幸君（初めて参加して）

11月15日に西春日井ロータリークラブがホストクラ

ブとして開催された「2000-2001年度のための地区協

議会」に、初めて参加しました。当日は、会場のウ

エスティンナゴヤキャッスルに溢れんばかりに参集

された多数のロータリアンのせいか、 2階に上がる階

段からきしみが出るほどの盛況振りでした。

次年度を担う次期クラブ会長、次期クラブ枠事、

次期の各委員長をはじめ、入会間もない我々新人も

含め、熱気に溢れる合計1596名の参加者数に、改め

てロータリーの輪の大きさに感銘を受けました。

会議は2000-01年度RI会腱のフランクJ.デブリン氏の

掲げるテーマ

「意識を喚起し－進んで行動を」

"CreateAwareness, TakeAction"

を蕊調に進められました。サブテーマには「あなた

のクラブで｣、 「あなたの地域社会で｣、 「私達の世界

で」の3つを挙げ、 l玉l際ロータリー及びロータリー

財団等の既存の施策、会員増強及び退会防止、 j虫報

活動と報道機関向けキャンペーンを引き続き積極的

に誼視していくことと、他団体との連携を推進して

いくことが調われていました。又、人口と開発に関

する問題､貧困に関する問題、犯罪根絶と暴ﾉJ予防、

身体障群者の就職､災害援助等の関心事に新しい角度

から引き続き積極的に取り組むことも求められました。

全般的に強調されていたことは、 「会員増強問題」

で、RIでは増強会員数の各地区毎のコンペティショ

ンまで企画されているようです。

次期ガバナーの福田清成氏も積極的に各分科会を

巡られ、前向きな意欲をひしひしと感じた一Hであり

ました。 （池森ｲﾔ欠席の為森幸・科代読）

午後は各々の分科会に分かれてのミーティングに

なり、第一分科会（会長・幹事）に出席しましたが

先ず福田次期ガバナーより、午前の地区テーマに加

えて、人と人が定期的に会う （例会を大切に）聯の

重要さや、会員増強のための退会防止につとめる堺、

又、 ロータリー財団、米山奨学金への貢献等のロー

タリーとしての役割について話されました。 クラブ

会費の低減について事務維費の節減や会報費IMの

カット、手弁当主義の徹底等を云われました。

内藤地区幹事より、会員垪強について、 当地lX:は

当初6130格が現在6303名（豊Ⅲ中RCを含む）であり、

期間中2つの新設クラブの誕生でこの成紬になった

との事でした。

分科会の終「後、本会議があり、ガバナーの引継

ぎ、次期ホストクラブの発表等ののち閉会しました。

圃二村聰次年度新世代委員長

第六分科会には、私とローターアクト委員長の111

本眞輔君が出席しました。

まず、次年度地区新世代委員の、鶴田委員長より、

第六分科会の概要の話が有り、次年度福田清成ガバ

ナーが地区方針として掲げられた、四つの方‘|･と一

つの具体的目標の「道徳教育と明るい未来」に付い

ての指針･がノバされました。

次年度ガバナーの「今、将来に鰯を落としている

様々な問題を解決していくためには、 これから続く

若い人たちに我々が良い手本となり、古来より低え

られた美胤を取り戻しこれを必ず伝えなければなり

ません。希望の持てる社会、世界を手漉せたらと思

います｡」との提鴫に基づき、彼らのより良い未来を

確実なものとするために、彼らの生活力を高める事

によって新世代に将来の準備をさせる事がロータリ

アンの責務と述べられ各ロータリークラブ及びロー

タリアンの積極的な協力を要諦されました。

続いて、松本宏パストガバナーより、現在の社会

的風潮を「心の教育」 「大人社会の痛理の反映」との

視点での諦話が有りました。

引き統き、 インターアクト、 ローターアクト、 ライラ

の地区委員良より、 それぞれの沿革、現在の状況に

ついての話が有り、各委員長も大変熱の入った話で、

協力要請が有りました。

最後に、次期藤井ガバナー補佐より 「ロータリア

ンヘの期待」 と題する講話が有り若者の中に飛び込

んでいって欲しいとの希望を話されました。

途中、次期ガバナーがお見えになり、 「新世代」と

｢道徳教育」について活動要望をされました。

今回、出恥させて頂いて思いましたのは「道徳」

という言葉が非常に多く使川され、新世代活動につ

いても「心の教育」が求められていると感じました。

しかし、具体的な行動案、計画等は何も示されず、

若f戸惑っています。

何れにしましても、今後、新世代活動を進めてい

く為には、諸先飛のご協力が必要です。ご協力のお

願いをさせて頂き、報告とさせて唄きます。

(二村君欠席の期、次年痩ローターアクト委典災l11本眞輔君代説）
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I RANK NAME OLlt ln G Hcp NET I
催勝河村政孝 46 47 93 25 68

~ 2 位加藤重雄 42 49 91 20 71
1 3 位佐久間良治 45 43 88 15 73 i
I B B 水野賀績 47 48 95 12 83 1

（参加者 10名) l

次回ハンディ変更和I村君2O加藤君 l8 1
L －－－------､-- - ＝_ー〒－－=戸_-------------- .-ー .-----------------一」

~

麻雀会成績､,､…~､~､へ…

於：松槻閣6/1(*)

NAME MARK

森 幸- +60,400

佐久間良治 +29,800

松届敬二 +28,200

小林俊幸 -33,100

（参加者 8名）

取切り戦優勝者は、 2年連続で

定致しました。

RANK

催勝

2 位

3 位

B B

今年皮の麻篭会

松居敬二君に決
…

圏次回例会（6月20日）

卓話“趣味・ヨットに因んで”

会員吉田節美君

－ワー
白


