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福井章君、二村聰君、萩原喜代子さん、林哲央

君、伊原正躬君、池森由幸君、伊豫田博明君、神

谷幹雄君、加藤重雄君、加藤大豐君、小林明

君、小林俊幸君、小山雅弘君、小坂井盛雄君、黒

須アイ子さん、牧野登志子さん、松島孝彰君、宮尾

紘司君、水野民也君、森幸一君、西川豊長君、

鴬谷龍男君、笹野義春君、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、吉田節美君、吉田玄君

良いスピーチを期待します。

三輪康君会員誕生'二I祝い。

（6／6分）

秋山茂則君神のII;|とか|.ml体とか第三[I;l人などのL舟．

菜で騒々しい世の中になりました。お互いに言蝿には

気をつけましょう。 "1 1は災いのもと“と云います。

松居敬二君T･繩ロータリー麻篭会3位でした。

森幸一君麻龍で“宮木武城，， （遅れたけど優勝）

になり誠に11･'しi沢ありません。有難うございました。

鷲野義明君いよいよ「アユ」の解禁です。

池田隆君、伊豫田博明君、小杉啓彰君、小山雅

弘君、松島孝彰君、鈴木理之君松Il}さんの笑顔

と名古雌弁。なぜかニコボックスの前を紫通りできな

い鉱弱な6人。 T･伽ロータリークラブの兀戴はニコ

ボックスからと偏じています。

萩原喜代子さん、伊原正躬君、池田隆君、石黒正

則君、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、菊池昭元君、小林

明君、小山雅弘君、黒須アイ子さん、松島孝彰君、

水野民也君、水谷祥督君、成田良治君、西川

豊長君、西野英樹君、尾関武弘君、佐野寛君、

笹野義春君、鈴木正男君、田部井良和君、竹内

眞三君、谷口優君、舎人経昭君、山本英次君、

吉田節美君、吉田玄君衣伴えのf節とともに、

,|"l:ijが始まります。

浅井誠寿君、魚津常義君公典拠′kl |祝い。

小杉啓彰君衣替えの季節です。会員誕生|-|祝い。

水野賀縞君、鷺谷龍男君夫人i祉碓| ｜祝い。

牧野登志子さん紬僻記念I I祝い”
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卓話“趣味・ヨットに因んで”
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密“それでこそロータリー”

露出席報告

会貝 71(66)名

出席率 6818%

前々回 5月30日

囹ビジター紹介

密ゲスト紹介

桜花学閏高校 IAC噸間

青少年交換学生

′〃

イハ "i'i 15名

(II参正出席率)98.46%

3名

河合保昌先'k

ケイティちゃん

ルシアナちゃん

’二コボックス
秋山茂則君今日から241 1まで騒々しい日が続きま

す。日本の為になる良い政党や、良い政治家を選びま

しょう《，棄権をしないように。

浅井誠寿君新H本大歳時記に、拙句ﾆｲﾘ採川され

ました。

（長浜）春
ウ.ソ

(1)盆梅の命脈どこに幹朧ろ

（海部郡祖父江）夏
力f

（2）虫送り僻ひどれ鉦の混じりけり

松居敬二君本llスピーチします｡30分の我|唖として。

成田良治君ルシアナちゃんを次のホストファ' ミ

リー池森さん宅で181=|からお噸いすることになりま

した。ルーちゃんは蚊の良い利I Iなすばらしい女のiら

です。私には娘のような存(I；でした。池森さん1:I:しく

お願いしますね。

鈴木理之君松居蒋、卓話楽しみにしています。

和田正敏君先週二コを忘れました。

へ
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’
一度は試合に出て一級を催得しました。賊近は空手

道場にも遡っています。初めｲ11食をまずいと思いま

したが今は好きになり、 ll本の文化や習悩に慨れ、

l-l本語も勉強でき、私の今までの人生の!|｜でこの

10"11は・番楽しい経験でした。符さんのことは忘

れません。ありがとうございました。

IAC活動報告

桜花学園 IAC顧問河合保昌先生

いつもIACをご支援いただき、 ありがとうございま

すc lACも今年で5年日を迎え、ずっと顧問を続けて

いるなかで、活動もどんどん素晴らしいものになっ

ていくところですが、生徒の方は3年で卒業してい

き、新，年生を迎え又一から教えていくと考え方で

ギャップが生じたりと悩みを持ちながら活動を続け

ています。 IACとは社会奉仕・国際交流．国|際理解を

柱に活動していますが、特にボランティア活動を中

心に実践しており、私としては、ただ単にボランティ

ア活動するのではなく、最終的にはボランティアをま

とめるリーダーを養成していきたいと考えておりま

す。生徒たちは与えられたボランティアには一生懸

命取り組みますが、自分達で新しく何か考えたり活

動するのは難しく、はがゆく感じますが、大人にな

った時に高校時代の苦労や活動中の失敗などを生か

して素晴らしい人間になってもらえたらと思ってい

ます。又、今はリーダー的なことを学ばせる為に学

校祭や弁論大会など稜極的に参加させ、これからも

リーダーの養成を図っていきたいと思っています。

2年後には桜花学園がIACの地区代表として協議会を

開催致しますのでその時は皆様にお手数をおかけし

ますが、ご協力をお願い致します。最後になりまし

たが、 IACでは使川済切手の回収を毎年続けており

ます。事業所等で出ました使用済み切手は捨てずに

集めて頂きますよう、ご理解とご協ﾉJをお願い致し

ます。

※松島国際奉仕委員長よりケイティに皆のサイン入

り空手符を手渡しました。

へ

田部井幹事報告

l ~次胆I例会終了後、諦問委興会を|＃l催致しますの

で拙当の方はお残り下さい。

和田会長挨拶

今、最先端医学は、臓器別に細分化されています。

私も大学の先生をしている時は、脳器だけ診察して

いればよかったのですが、地域社会の'l』で生きてい

く医師としては、臓器医者だけでは問題があります。

般近、自分なりに、内科系の疾患を5つに分類し、

患者様の診察をしています。その分類は、 l )血管系

の疾患。 2）実蛮|臓器の疾患。 3）内分泌系の疾患。

4）感染症の疾患。 5）その他。

1 )血管系の疾患は、主として、動脈の閉塞性や虚

血性病変と考えています。先週、話をした、循環器系

(心臓病等) 、小渕前総理の脳梗塞や、脳出血等の脳

血管系疾患、老人の虚血‘性消化器疾患等、全身の動

脈病変(大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症)を意味します。

小渕前総理の死について私が感じたことを述べま

す。小沢氏との会談の後、記若会兇がテレビで放映

されました。その時の表情や、何秒か言葉が話せな

かった？出なかった？場面が映しだされていました。

もともと、言葉が解りにくい方のように思っていま

したが？私は、あの時点で、簸初のTIA( ・過性脳暇

血発作)が発症したと考えています。聴礎疾患に、尚

1m圧や不幣脈があったとの報道もあり、小沢氏との

会見のストレスが引きがねになり、約10時間後に大

発作が起こったように思えます。

前回、心筋梗塞に対して、発症後3時間までに心

臓カテーテルによる治療、又は、血液溶解剤の椴与

の泊療が,肖効です、 と話しました。

しかし、脳に対･する治療は、肢近、特殊な施設で、

カテーテルによる流療が少しできるようになりまし

たが、 まだまだ限られた太い脳血智にしか、アプロー

_宝

青少年交換学生ケイティさん帰国挨拶

『
』
電
由

畷
I撫
みなさんこんにち峨

私はこの10ヶ月間肘

語・物理・化学・数学

富士山・京都・白馬ヘヤ

鰯，

承なさんこんにちは

:1

i~ハーi鱈
！

私はこの10ヶ月間桜花学園で茶道・書道･ 1 1本

・物理・化学・数学を勉強しました。修学旅行や

士山・京都・白馬へも行き楽しかったです。

部活は剣道部に入り、色々な試合を見学したり、

－2－



りました。同じ家に居ながら寝起きも食事も別、団

樂も干渉もないというのです。古来、家族の絆は食

と共にあり、有形無形の文化を伝える場であるはず

なのです。台所に立つ戯の姿も見ず、 レストランの

メニューの様な調理済みの食事しか知らない子供が

贈えそうで恐ろしくなります。

娘の住むヴェニスでは海の幸は豊富、野菜は太陽

をいっぱい浴び、その食物の最高の味と香りがしま

す。便利さからは程遠く、車は無い、住居は何百年

も経つ石造りで、エレベーターなどありません。最

上階に居を構える娘は、毎日の飲み水、食材と、重

い荷物を持ち、回り階段を四階まで上がるのです。

ご主人のほとんどが、自宅に戻り、 しっかり時間を

かけ昼食を摂るのです。従って主婦は、昼食、夕食

の為大変な買物を済ませ、手間暇かけ作るのです。

スーパーはありますが、 日本の品揃えに比べれば無

いのと同様、結局魚は魚屋、肉は肉屋に列を作り、

自分の番が来るまで気長に待ち、本当にじっくりお

料理に合った新鮮な材料を無駄なく買うのです。皆

さんがイタリアを訪れる時、昼食時のあまりの長い

休み時間に、 うんざりされた経験がおありと思いま

すがせっかちの日本人にはたまりません。

日曜日は、すべてのお店が閉まる為、お水すら買

えず、日本の様に出前も、ファーストフードもあり

ません。

又、床のワックスがけ、山ほどのアイロンがけ、

これも先輩からの、なるほどと思う伝授があり、 日

中寝ころんでテレビを観る主婦はほとんどなく、 こ

のまめに働く女性達が根を張り、息づき生活を担う

のです。出産を控えた女性も、祖母、母親より教わ

る何とも暖かなぬくもりの編物を、細やかに沢山用

意します。日本の昭和初期のままだと、家内が娘の

出産を手伝いに出向いた時感心しておりました。家

具に於いても、古い物を大切に何代にも渡って受け

継ぎ、そんな家具を直すお店が沢山あります。日本

では物が溢れ調子の悪い電機器具を直そうとすれ

ば、 「修理代より新品を買う方がお安いです｡」と云

われます。

イタリアは、ファッションに於いても、車、家具、

どれも最先端を行っている様ですが、実はその中に

根づく古い物を大切に受け継ぐ糖神が、 カッコ良い

物を一層引き立たせているのだと思います。

「ホテル家族｣が増え、コンピューターしか会話の

相手が無く、 「人間を殺す経験をしたかった｣などと

考えられない事件が続々起こり、 （今時の若者は･･･）

とそれに麻痒しかけている自分にゾッとします。

老人社会と嘆いていないで、人生の先輩としてもっ

と苦者に日本文化を伝授し昔者でしか出来ない新し

い発想で日本人の誇りを雑いていってほしいと願う

のみです。

チできません。血液溶解剤の投与も、時間に制限が

あり、心筋梗塞の治療と同じ約3時間以内です。無

理をして投与すれば、心臓に対する治療の副作用よ

り、深刻な脳出血の副作用が起こります。

脳出血の病気は、 どの部位が閉塞するか、出血す

るかにより、その人の予後に大きく影響します。小

渕氏の症状は、言葉のもつれ、意識障害、呼|吸停止

と急速に侵攻しています。脳の主幹動脈の脳梗塞発

症から脳出血を合併し、更に、脳圧が急激に上昇し、

脳の深部(脳幹部)へ波及したのでしょう。言葉がも

つれた時、誰かが注意していれば？どうなったか？

｢神のみぞ知る｣です。

2）実質臓器の疾患は、 l1胤器にできる、いわゆる、

腫瘍｢癌を含め｣です。日本人は、消化器系、特に、

胃がんが多いようです。が、最近は、肺がん、大腸

がん、肝がん、女性では、乳がん、子宮がん、卵巣

がん、男性では、前立腺がん等が多くなっています。

我々の時代には、まだ、遺伝子治療は受けられませ

ん。では、どうするか？それは、早期に発見し、積極

的に治療することです。皆様は健康診断や人間ドック

を受けてみえると思いますが、その範囲では、まだ、

充分ではないのです。現代の画像診断はとても進歩

しています。医療保険や、医者にだけ頼らず、お金

を惜しまず、自分から検査を受け、癌から、自分自

身を守ることが大切です。

囹卓話

“日本とイタリア”
会員松居敬二君
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今年の会長テーマ｢温故知新｣は危なっかしくなっ

ている日本にとって、 もう一度今皆で確かめ合いた

い、大切な言葉かと思うのです。

何故、 イタリアかというと、至って単純、娘が嫁

ぎ、その生活ぶりを垣間見ることで、 日本が失くし

てしまった大切なものが、まだイタリアには沢山残っ

ていると感じたからです。

先日、テレビに、新しく開店したデパートの食

品売場で、夕食の買物をしている女性達の姿が写

し出されていました。共働きが増え、女性の生活

も変わった現在、核家族が増え、 日本の伝統的な昔

ながらの｢知恵｣を教わる機会は失われ、至れり尽く

せりで何もかも狂ってしまうのではないかと心配を

隠しきれません。

先日、新聞で『ホテル家族』という言葉があると知

－3－



ロータリーの友6月号談話室より…~ ~ ~ ~…

教育問題に思う 箕面石川 傑

例会変更のお知らせ 、／

名古屋名南RC6/20001DMの為、名古屋マリオッ

トアソシアホテルにて

名古屋西南RC6/22体)親睦夜間例会の為

名古屋昭和RC6/26(fl)最終夜間例会の為

名古屋中RC 6/26(ll)親睦例会の為

名古屋空港RC6/26(月)IDMの為 18時～

名古屋錦RC 6/27t/OIDMの為プチヴエール

平安殿にて

豊山一城北RC6/27㈹夜間例会の為18時30分～

名古屋名駅RC6/28伽最終夜間例会の為

名古屋名北RC6/28(水)夜間例会及びIDMの為

プチヴェールにて 17時30分～

名古屋瑞穂RC6/29体)下期反省会の為松楓間

名古屋西RC 6/29(ね夜間例会及びIDMの為

17時30分～

名古屋大須RC6/29㈱最終夜間親睦例会の為18時～

名古屋東山RC6/29㈱家族例会の為18時30分～

名古屋守山RC6/29㈱家族会の為 18時～

さきごろ地区のIMで教育問題が取り上げら

れ、諸先輩の卓越した内容の見識、見解、構想、

提案など拝聴でき、大いに近未来に好ましい期

待や希望が持てた。

私の持論であった秩序の回復や平和の構築は

手遅れとする考え方が、近年、 さまざまな機会

において、誠と思える善意や自然体と見える無

欲の奉仕に、特に一般ちまたにおいて出くわす

機会の増加や高まりを感じるにおよび、大きく

後退しつつあった矢先のことで、私にとっては

よい機会であった。

正直いって私自身、会員不適格ラインに当た

るとの独断により、今まで大会などの出席率は

低い方であったが、今後は高めるのが得と思う

次第である。

思えば、私どもが幼少のころは、 うそは泥棒

の始まり、弱いものいじめは悪、正直は得、正

義が勝つ、悪魔は滅びる、などをたたき込まれ、

逆の、正直者は馬鹿を見る、悪いもの勝ち、な

どは遠慮がちに小声でささやいていたものであ

る。それがなんと、今では逆が大手をふってノ

シ歩いている構図は、漫才ではないが「責任者

出てこい」が絵になるわけである。「星の流れに」

(コーンナ子供ニダーレガーシタ）のようなピッ

|､曲が出ないことを祈るとともに、わが歩みに

も慎んで反省させられている昨今である。

（第2660地区・大|仮府・観光ホテル）

へ
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:､。嘩他クラブ例会場・事務局移転のお知らせ…､．；
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●西春日井RC (2000年6月6H～）

例会場 名古屋マリオットアソシアホテル ~

17Fルピナス j

） 例会日 毎週火IIMH6
p ；

事務局 名古屋マリオッ|､ｱｿｼｱﾎﾃﾙ2225号室；
｡

g
8

TFWW"F#X533-8545 :3

；●名古屋名南RC(2000年7月1H～） ，

例会場 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ17F iし

ﾖ

ﾋｼﾀｰﾌｨ-4.500円

事務局 名古屋マリオッl､ｱｿｼｱﾎﾃﾙ2202号室．

TEL586-2()43 FAX586-2054

ロックバンドを編成 西脇山田悪一

当クラブには、会員と事務局員で編成したロッ

クバンドがある。ふとしたことをきっかけに、若

かりしころの自慢話から、だれからともなく声

をかけあい、 3年前の秋頃から毎週練習を始め

た。一昨年と昨年、当クラブのクリスマス例会

で演奏をして大変好評を得た。また、昨年12月

11日には、地域内にある特別養護老人ホーム

｢みぎわ園」のクリスマス会に招かれ演奏してき

た。当日は車いすのお年寄り約120人の前で演奏、

普段は60～70年代のロックを演奏しているが、

このHばかりは「青いlll脈」や「釜山港へ帰れ」

なども入れながら楽しんでいただき、心地よい

汗をかいてきた。ちなみにバンド名は｢西脇ロー

タリークラブブギウギバンド」という。ボーカル、

リードギター、サイドギター、ベースギター、 ド

ラムスの5人が当クラブのメンバーで、キーボー

ドが事務局の女性1人という6人編成である。全

国のロータリークラブの音楽関係の皆さんと交

流・親睦を図りたいと思っている。ご連絡くだ

さい。 TELO795-22-3901

（第2680地区・兵庫県・書籍販売）

へ

※7月より例会日が変更となります。
：

お間違いのないよう、お願い致します。 ,
O
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争

，東南RC→水I1M日 ，
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座6月度現・次年度理事役員会議題（6／6）

1 . 1999～2000年度仮決算報告の件

2. 2000～2001年度仮予算の件

3．例会変更(次年度地区大会･ 1M全員参加)のH

4．守山RCより移総会員の件

5．事務局賞与・糒勤手当ての件

唾次回例会（6月26日）

最終懇親例会(18時～）

名古屋マリオットアソシアホテルにて

－4－


