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例室日 火曜日 12 : 30

例会場 愛知厚生年金会館
事務局 TEL763-5110FAX763-5121

会長 吉田節美

幹事 石黒正則

会報･雑誌委員長大口弘和

題写黒野清宇

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAMNo. 2

1998～99年唾Rifflをジr－ムスl ・レイシー

ニコボックス鈩華勢，‘i影……農“ きようの例会諒…琴犀…訴謂
ビ

；第767回平成10年7月21日（火） ヌ
際琴髭坐､急澤忘響‘T§%響』｡ﾐﾂ雲（長ｯ型‘長ｼ澤,‘侭ｼ響侭琴戸響侭響,‘病劣學,‘魚ｼ陰.‘煮ｼ‘等,碇農‘,忘泌

和合RC石田秀翠君水野民也様、 lil然を愛す

る会、みどりクラブ総会に,1llﾙ!iリドさり有雌うございま

した。

東山RC桜井督嘉君吉l･l1会長、雌l無に留意され

－年|冊l無~1l$に勤められる.'I#を祈念します。又、当社の

安藤ﾄ|:長より噸張って|くさいとの聯でした。

石黒正則君先[1は初回例会でニコボックスを忘れ

ました．本年度枠蛎を努めさせて頂きます。皆様方の

御協力よろしくおI紙い致します。

青山敏郎君だれでも変わりやせん！ （総理は誰？）

在田忠之君雛でもアリだ

浅井誠寿君芸遠肖の峨水はたと小休止

小林明君本1 1 1芯をよろしく御願い致します。

水野民也君先週は結樅なものを噸だいしました。

本山 孝君今日から入会します。宜しくお願いし

ます。

成田良治君照須さん、ありがとうございました。

吉田節美君昨|]1(RCに挟拶に行って参りました。

二村聰君、林哲央君、堀江宏輝君、池田隆君、

伊藤健文君、伊豫田博明君、神崎住惠さん、菊池

昭元君、小杉啓彰君、小山雅弘君、久野峯一君、

黒須アイ子さん、松居敬二君、松島孝彰君、宮尾

紘司君、三好親君、水野賀績君、水谷祥督君、

中井常雄君、中根三郎君、西川豊長君、鴬谷

龍男君、佐野寛君、笹野義春君、鈴木正男君、

田中昭二君、舎人経昭君、和田正敏君、山本

英次君総理はだれ？

佐久間良治君拠生日祝い。

深見章君夫人誕生日祝い。

三輪康君誕生日祝い。夫人i弧ﾉkH呪い。

萩原喜代子さん今年のニコボックスをよろしく

｜石黒幹事報告’
1 .*l二|例会終l'後クラブアセンブリーを|州雌致し

ますので'11刈の方はﾙﾎ肌の|H1にお塊まり｜くさい。

又、その後第l lnll!I!!lf役員会をlli11il鍬しますので

I1I1'lﾄ役員の方はそのままお残り-ドさい．

クラブフォーラム

インターアクト協議会報告

鈩葬…智侭些一先週の記録…侭……率哉
;第766回平成10年7月14日(火） 曇 ；
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生命保険

親睦活動、国際奉仕
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会 員

出席率

前々回

囹ビジター紹介

72(67)名 出l'if 52"

7761%

6月30R (修正出Iii'") 100%
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本年度会長テーマ 21繊總の懸け橋になろう 本紙は1W′li紙を"I11しております



’ ’吉田(節)会長挨拶 麻雀会一ﾊﾊﾊｰ､ﾊﾊﾍ,，
於：松楓閣 7/10(金) |

NAME MARK

成田良治 +30,900

小林 明 十22,700

水野賀績 +14,000

久野峯-･ .27｡700

回麻雀会は参加者8名にて14時よ ｛
長杯取り切り戦祝賀会は参加者9 く

り開催しました。

－戸V~､_〆、／､ゾテ、_〆､〆､_／ｴヘハ

人間心のゆとりの大切さについて一言お話して見た

いと思います。

「水は方円の器にしたがう」 と云う言葉は皆様良く

御存知の言葉であります。

水は器の形に依ってどんな形にも変化しますが化学

構造のH20と云う水の本質はどんな形に変ろうとまっ

たく変って居りません。

人も又自己を失う事なく外界に自由に対応出来るの

はゆとりがあってこそなのです。

順境にあって有頂天にならず逆境にあって打ちひし

がれない姿勢ははた目にも美しく力強さを感じさせる

ものであります。

猪突猛進型の人は途中で息切れしたり、 まわりの人

をおしのけて行く人は人間関係をギスギスしたものに

します。

どんな外界の刺激にも無理なく適応出来る柔軟性を

もって対応する事が大事であると思います。それは心

にゆとりと自信から出て来るものと思います。 この様

に生活して行きたいと思いつつも凡人の浅はかさ思う

様にならず頭を痛めて居ります昨今であります。

さて今月7月はロータリーでは識字率向上月間であ

ります。 これは識字能力の向上を図る目的で1997年～

98年度キンロスRI会長の時に提唱されたプログラム

でその年の7月の会合で理事会に依り毎年7月を向上

月間に指定され世界の貧困をなくす為には根元である

識字能力を向上する事が先決と考え制定されたプログ

ラムで2005年までRI協調事項となった様でありま

す。御存知の様に松居直前会長は事ある毎に識字能力

向上を色々な場面で強調されて居られたのが未だ耳に

新しく残って居ります。 これは前キンロスRI会長が

貧困と飢餓の根源は非識字であるとして読み耆き計算

の能力を身につけさせることが貧困との闘いにもっと

も有効な手段の一つと考えて提唱され本年度レイシー

RI会長も地域社会の重大な関心事としてこの路線を

引継がれて居られます。現代の社会に於いて読み書き

の出来ない人々はこの地球上に15歳以上の大人4人に

1人約10億の人々がいて、その多くはアジア人である

と云れて居ります。又学校へ行けないlig3000万人の

就学年令児も居る様で、その援助にアジアの一員であ

る日本は大いに期待されて居ります。我が千種RCも

松居直前会長の年度に国際奉仕の一環としてキャンヘ

ルプタイランドと云う支援団体の応援に立ち上り本年

度も継続してやって行き度いと考えて居ります。

この特別月間は何分にも新しい月間でありまして年

度早々の7月から始まりますのでどの様なプログラム

を実施するかは年度が始まる前から計画する必要があ

ります。

RIは発展途上国の10億人の人々に識字能力向上を

推進するキャンペーンを具体化する様世界中のロータ

リアンに呼びかけて居ります。

RIはこのプログラムを灯台作戦“ライトハウス・

プロジェクト、， と名付け、既にタイに於いて実施し成

功を収めて居る様であります。

その他にも識字能力向上の為の色々なプログラムの

挑戦に協力を要請されて居ります。

以上本日は昨年から始まりました耳新しい月間、識

字率向上月間に就いてお話して挨拶とさせていただき

ます。
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り、前年度会

名にて18時よ

例会変更のお知らせ

名古屋和合RC 7/22 (水）納涼例会の為、 18:00~

名古屋西RC 7/23 (木）夜間例会及び1.D.Mの為

ナゴヤキャッスルにて17:30~

名古屋東南RC 7/23 (木）夜間例会の為サッポロビー

ル浩養園にて18:00~

名古屋守山RC 7/23 (木) ID.Mの為アサヒビール

名古屋工場にて17 :30~

名古屋北RC 7/24 (金) I.D.Mの為トライアング

ルブルーにて17 :30~

名古屋栄RC 7/27 (月）親睦例会の為、 ヒルトン

ホテルにて

名古屋名東RC 7/28 (火）夜間例会の為、国際ホテ

ルスカイガーデンにて

へ

番－亀~ ローターアクトクラブよりお知らせ ＝…ef損、

P f

I8月第'例会
i； 日時8月7日 （金）点鐘 19:30

;興辮瞬獣｢翼．‘鋪-制I僧 担当 クラブ奉仕委員会
# 8月第2例会 ”

トド 日時 8月18日 （火）点鐘 19:00

i 場所名古屋ｶｰﾃﾝﾊﾚｽ 『

i
f テーマ国際奉仕についての討論会

i 担当国僻仕委員会その他行事 f

｝ ~職苑｢夏祭り｣のお手伝い ：
8月8日 （土） 5時～8時藤美苑にて f

危

難
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圏7月度理事会議題

1 ．休会届けの件

2．休会届報告の件

3．委員会委員長変更の件

4．青少年交換学生候補者の件

5. 1998～99年度予算（案）の件

圏次回例会（7月28日）

講演 “私の仕事”

“伊良湖岬の鷹”
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