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名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24日

例宝目 火曜圖 12 ：30

例会湯 愛知厚生年霊会館

事務局 TEL763-5110FAX763-5121
会長 吉田節美

幹菫 石黒正則｜

会報･雑誌委員長大口弘和
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題写黒野清宇

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAM
l99S 99年艇RI会12 ジェームスL･レイシー

No. 6

ー一

黒須アイ子さん暑い日が続いておりますがもう鈴虫

が啼いております。

水野民也君秋山さん、中日新iHlで見ました。御冥

槁を祈ります。

成田良治君豊田大谷高校が甲子lt12回戦で劇的に

延長15回No-out満塁ボークでサヨナラ勝ちとなりま

した。 3inl戦も頑張って欲しい。

佐久間良治君久しぶり。

和田正敏君マサミチャンおかえりなさい。

鷲野義明君四国88寺巡礼無事終えました。

山本眞輔君本日181]より23日まで県美術館8Fギ

ャラリーにて中部総合美術展を|＃l雌します。入場券は

受付に置いてあります。お越し下さい。

石黒正則君、吉田節美君本'二lは16周年記念例会

です。20周年に向けて友の輪を広げ、楽しいクラブ創

りに皆様の御協力よろしくお願い致します。

足立一成君、二村聰君、萩原喜代子さん、林哲

央君、池田隆君、伊豫田博明君、神崎住恵さん、

加藤大豊君、河村政孝君、小林明君、小杉啓

彰君、小山雅弘君、久保田皓君、松居敬二君、

宮尾紘司君、水野賀續君、西川豊長君、西野

英樹君、大口弘和君、大谷和雄君、鶯谷龍男君、

佐野寛君、笹野義春君、鈴木理之君、田部井良

和君、田中昭二君、舎人経昭君、吉田玄君

20周年に向けてガンバリましよう。

堀江宏輝君夫人誕生|]祝い。

山本英次君愛されてます。夫人誕生日祝い。

矛…………曙’ きようの例会 ‘,薯…………電
噌

;第771回平成10年8月25日（火） 乳
噌面轡虎響《長ｼ:夢,覇便ｼ“"竺一基娠ｯ響侭碧‘表秘1,‘伝ｼ農考ボラ智｡層鰯學,歸琴侭響歸學歳陰‘,侭球

へ

友愛の日

『…………農｡先週の記録侭……鱈…侭笥
唯

;第770回平成10年8月18日（火） 晴 乳
ビ 屯

創立16周年記念例会 乳融

蹉雀"…＝伝,…型‘鳧……酔侭…些熊，当歳……侭篝4』雨雲侭‘農‘,壷薮

錫“我等の生業”

酪黙想～奉仕の理想～

囹乾杯 水野民也初代会長

早いものでもう-卜数年が過ぎてしまいましたが、 こ

れから100年、200年と続く会になっていくよう祈念し

ております。頑張りましょう。

囮出席報告

会員 72(65）名 出席 51名

出席率 78.46％

前々回 7月281二｜ （修正出席率）98.46％

錫ビジター紹介 4名

窃ゲスト紹介

青少年交換帰国学生 ｛ｿI藤正美さん

青少年交換帰国学'|自 （母) IJI膝明美さん

青少年交換学生 アナバウラさん

ホストファミリー 松居敬子さん

インターアクI､クラブ
ざ1，皇

高橋祥子さん、竹内久美子さん

渡過邦子さん、水野敬子さん

高橘絵美さん、 !.I:!野涼子さん

へ

(8月4日分）

東山RC中井靖雄君お世話になります。

三輪康君歯科治療の為マニラへ行って参ります。

水野民也君東海の教頭、三枝樹昭雄l血i展が東山

のギャラリー坂角にて8/4～8/14までやっています。

兇にお出掛け下さい。

和田正敏君この年で親知らずを抜きました。まだ

育っています。大口先生ありがとう。

足立一成君、秋山茂則君、萩原喜代子さん、林

哲央君、池田隆君、石黒正則君、伊豫田博明君、

｜ニコボックス｜

飛騨川坐lf故から30年。本日慰潅祭に参秋山茂則君

ります。

青山敏郎君

菊池昭元君

ます。

毎日暑いですね。

16周年記念例会に当り識演させて頂き

-1-

本年度会長テーマ 21世紀の懸け橋になろう ｲ隠紙はIliﾉI;紙を仙l;l1しております．



神崎住惠さん、加藤大豐君、菊池昭元君、小林

明君、小山雅弘君、久野峯一君、中井常雄君、

中根三郎君、西川豊長君、大谷和雄君、尾関

武弘君、鷺谷龍男君、佐野寛君、笹野義春君、

鈴木理之君、田部井良和君、田中昭二君、魚津

常義君、鷲野義明君、吉田節美君三輪先生、マ

ニラへのボランティア診療、御蕃労様です。 「|' I l新聞

に人きく報道されていましたネ。

伊藤健文君、河村政孝君、黒野貞夫君、松島

孝彰君誕't日祝い。

在田忠之君、浅井誠寿君、木原喜造君、中山

信夫君夫人誕生l-I祝い。

二村聰君、鈴木正男君三輪先生、マニラへのボ

ランティア診療、御苦労様です。 1:| 1 1 1新聞に大きく報

道されていましたネ。夫人誕生I 1祝い。

吉田(節)会長摸謬可

8月16Rは名IIi屋千砿ロータリークラブの第16回目

の創立記念|｣でございます。

月日の経つのは早いも.ので昨年15周年記念例会を簡

素の中にも格式高くと云う噸で行ったのが未だ昨日の

様に思われますが20周年も、ほんとうに日の前に迫っ

て居ります。

私はチャーターメンバーではありませんので、創立

当時の事は先飛からビデオをお借りして兄たり、記念

誌等でしか創立前後のチャーターメンバーの皆様の御

~苫労を伺い知る』lfが出来ませんが、その御誹労は並大

抵ではなかったろうと推察する次第であります。東ロ

ータリークラブを親クラブとして誕生し、親クラブを

始め兄弟クラブの皆様の暖かい御支援を得て、水野初

代会長を中心に奉仕の為に集った総勢26名の会員に依

り昭和57年8)116日に創立され、国際ロータリー加盟

承認は8月241 1 、名古屋市内では14番LIで、 57年10月

19[1，認証状伝達式が多数のお客様の参加で行われた

様であります。その後膝代の会長幹或及び会員の皆様

の御尽力に依り今日この様に立派なクラブに発展し、

16Imtlの創立記念例会を迎える事が出来ました事はほ

んとうにお'二|出たい事であります。

この上は会興の親睦と友'II!iを更に深め乍ら|ﾘ1るく楽

しく、そしてなごやかなクラブであり続ける事を祈り

まして記念例会の挨拶とさせていただきます。

(7月28H分）

萩原喜代子さんゴルフ会では皆様に大変おllt話にな

りました。ありがとうございました。またよろしくお

願い致します。

水野民也君ミ､ソクスダブルスのボウリング大会が

8116 1 1～9日CBCと共催です。よろしく11

本山孝君卓話をやります。

成田良治君ゴルフ会の取切戦で優勝し松卜';会長杯

をもらいました。

足立一成君、秋山茂則君、二村聰君、池田隆

君、石黒正則君、伊豫田博明君、神崎住惠さん、

加藤大豊君、河村政孝君、菊池昭元君、小林

明君、小杉啓彰君、小山雅弘君、黒須アイ子さん、

松居敬二君、宮尾紘司君、水野宏君、水野賀

續君、水谷祥督君、中井常雄君、中根三郎君、

西川豊長君、西野英樹君、大谷和雄君、鷺谷

龍男君、笹野義春君、鈴木理之君、田部井良和君、

田中昭二君、舎人経昭君、魚津常義君、和田

正敏君、吉田節美君、吉田玄君青少年交換学生

の祷様、ホストファミリーの皆様ようこそおいで下さ

いました。ゆっくりおくつろぎ下さい。

～

へ

2カ月間、ホストファミリーとしてお世話頂いた

松居前会長夫人に感謝をこめて花束を〃

石黒幹事報告

’
1 .次lul例会終了後、叩蝋役員会を|＃l催致しますので、

理1~＃役員の方はお残り下さい。

2. k半期年会費お振り込みお忘れの方は、至危1お願

い致します。

3．今年度クラブ計両IIｻが出来てまいりましたので、

お帰りにお持ち下さい。

4 . 1 l l本眞輔君から! |!部総合美術腱のチケットを頂

いております。受付に置いてありますので、典1床

のある方はお帰りにお持ち1くさい。

5． クラブより．99～2000年度青少年交換学生として

推嚇を致しました1 I比野修子さんと浅見祐佳さ

んが合格をされましたので、お知らせ致します。

伊藤正美青少年交換学生帰国挨拶

昨年の8II101 lにH本を出発し今年8月1 1lにカナ

ダから無事帰| 'ilしました。

私の行った街、Goderichは人1 17500人というとても

小さな街です。カナダに汁いてから半年もすると、ダ

ウンタウンや学校へ行く侭、たくさんの人たちが

｢Howareyou?」 「How' sgoing?」と声をかけてき

てくれました。ここから英諦でお話させて膜きます。

Therewere somany trees,nowers,grass and

Squirrelseverywhere・ I justloveditwhenlgot to

Canadaeverythingnewevel･ythingdifierent. But l

wassoexcitedatschooI Imadelotsofh-iendS.

－2－



会話を楽しむこともできました。ジョークを誰かが

言って、私がわからない顔をしていると、ジョークの

説明もしてくださいました。そして、私がおくれて笑

っていると、それをみて、みんなが笑うといったこと

もありましたが、今ではいい思い出です。

最後の日が近づいてくると、ホストファーザーに、

｢日本にTELして、お金を送ってもらってもっとここ

にいる？」と言われたり、チューリップを渡したら、

｢毎年、花を咲かせて思いだすわ」と言われたりと、

とてもうれしかったです。

ホストファミリーには同い年の女の子がいました

が、この秋に大学受験を控えてとても一生懸命勉強を

していました。私も同じ受験生として、多少あせりま

したが、机の上の勉強だけでない、すばらしい勉強が

できたと思います。

My2ndhost familywassonicetome.Especially

Angie isverygood sister also she ismybest

hiend.Andljustwanttosaythankyoutomy4th

host familyBeth&Mel.Theyarekindofold,but

theyarewonderiill.

'IYleyknewthat lmissriceeverydaysoBeth is

hostMomcookedalotofriceanytimelwant that

means every3 times amealwhile lwas in

Canada

I learned somuch. of course l did learned

Englishalsoldidanother languagesjustalittlebit

though.

Through theRotaryClub, myexchangeyear

became towondeIfi11．Thisyearwas special year

fbrme. 'I11ankyouvelymuchfOrevelything.

一年間楽しく過ごすことができたのもRotalyClub

のみなさまのおかげです。

本当にありがとうございました。

一

~~~

卜

H

1 噸
瀞

靴 鑓21聖;－‐ ~~)価
高橋さんのスピーチを手話にかえ、皆さんの前で
披露する竹内さん謹

齢

剣

卿|’
＊

インターアクトクラブ竹内久美子さん挨拶－和

。

私は、AuStraliaに行く前、 1人で学校に行けるかど

うか不安でした。初めて学校に行く日は、ホストファ

ミリーの方に車で送ってもらいましたので、 1人でバ

スに乗ったのはその日の帰りでした。本当にこのバス

でよいのかと不安そうにしていると、 うしろから肩を

たたかれ、ふりむくと若い女性が座っていました。

｢どこで降りるの？」と聞かれ、私が答えると、 「あな

たの降りる所で教えてあげるから心配しないで」と親

切に言ってくれたことが心に残っています。たくさん

の人に出会い、言葉はうまく通じなくても、心を通じ

合うことができたと思います。

このような機会を与えて下さったロータリーの皆様

をはじめ、多くの人に感謝しています。

ありがとうございました。

『

秘
1

無事帰国された伊藤さんに会長より花束の贈呈

｜ ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌ高橋祥子さん挨拶 ｜
こんにちは。名古屋短期大学付属高校インターアク

トクラブの高橋祥子です。

私たちは、この部活を3年間続けてきてたくさんの

新しい経験をしました。また、多くの人に出会い、多

くの温かい心をわけてもらいました。とても有意義な

部活動だったと思います。

名短IACの日常活動は、学校周辺の清掃活動、ベル

マークなどの回収です。ベルマークなどの回収では、

古切手、使用済みテレホンカード、グリーンマークを

集めて、福祉に役立てています。もし、集めている方

がいらっしゃいましたら、ご協力お願いいたします。

また、 1月に3回ほど手話の先生を招いての講習会を

行っています。

私たちは、この夏、 IAC海外研修に参加し、すばら

しい体験をすることができました。

お世話になったホストファミリーの情さんとはたく

さんの話をしたり、私の英語の違うところを直して下

さったりと、 とても親切でした。お客様がみえたとき

には、私のことを紹介してくださり、輪の中に入って、

へ

1

インターアクトクラブの皆様と

－3－



リクラブであって、吾々個人は千種ロータリークラ

ブの会員であります（手続要覧に定められている）

⑤認定証伝達式（チャーターナイト) RIの会員と

なった御披露です。1982年（昭和57年） 10月19日、当

年金会館ホールに於いて、会員並びにその夫人39組78

名全員名古屋千種ロータリークラブのタスキを掛け仲

谷知事、本山市長、ガバナー夫妻をはじめ、ロータ

リー関係者900名以_上の出府を得て盛大の内にも厳粛

に式典が取行われ、大隈ガバナーより水野会長に認証

状が伝達された。最後に出席者一同名古屋フィルハー

モニー交響楽団の名演奏を楽しみ目出度く終了した。

続いて先の来賓やビジター多数参加のもと第10回例会

を開催。水野会長は「ロータリーの網領にあるが奉仕

のチャンスとして知己を拡げ、ロータリークラブの会

には出来る丈出席して友情に応え、奉仕の心を養おう

ではないか」と挨拶がありました。ここ迄の体験会員

は現在16名です

⑥創立5周年式典1987年（昭和62年） 8月8日、当

会館に於いて、午後6時よりガバナー以下7名の来賓

の御臨席を得て55名の会員で行われた。そして記念事

業として、ポリオプラスロータリー財団、米山奨学基

金、千種区制50周年記念事業等々に金一封が贈呈され

式典は閉式となりました。

⑦創立10周年記念式典1992年（平成4年) 10月15

日、記念事業として会員山本眞輔さん作の女性ブロン

ズ像を名古屋市に寄贈、池下駅前に設置され、午前中

にTV、新聞報道記者の見守る中除幕式が行われた。

名古屋市長、千種区長そして地区ガバナーを始め市内

18RCの会長、幹事48名の御来賓の御臨席を得て68名

の会員を以って盛大に取行われた式典でありました。

⑧創立15周年記念式典1997年（平成9年） 10月24日

に行われました。

こんな立派なロータリアンの人達が金と暇を使って

集まるのは何だろう？そしてこの人達を引付ける魅

力は何だろう？それはロータリーが好きでロータ

リーを愛し、ロータリーに情熱を感ずるからであると

言われていますが、皆さんは如何でしょうか。本日は

ロータリー情報をはじめ他の委員会の分野にふれない

範囲の話をさせて頂きました。

最後に千種ロータリークラブの益々の発展と会員皆

様の御健勝を祈念して終わります。

囹講演

"16年を顧みて” 菊池昭元歴代会長

Mn且B且

皆さん今日はll本日は千種ロータリークラブ16周年

記念例会に当り、私は当クラブ会員72名のロータリー

歴を分析して見ました。何と創立総会会員は10名

(13.8％)、認証状伝達式参加会員が6名増えて16名

(22.5％)、 10周年記念式典参加会員が45名（62.5％）

でありました。こうして見ると会員の入退が激しい事

に驚きました。だんだん当初を知る人が少なくなる千

種ロータリークラブも、どの様にして創立され、今日

に至ったかを語り、記録に残すべきと考えました。

へ

①千種ロータリークラブの倉ﾘ立準備名古屋東ロータ

リークラブ会員の水野民也さんと、当年金会館館長の

鈴木猛さんの2名がキーメンバーとなって会員候補者

24名の人達を集め、 1982年（昭和57年） 8月3日、 26

名が水野民也さんから「ロータリーについて」或は

｢今後のスケジュール」等について、ルール説明を受

けた。之が千種ロータリークラブの真のはじまりであ

ります。

②千種ロータリークラブの創立総会名古屋東ロータ

リークラブのスポンサーに依り、創立総会が1982年

(昭和57年） 8月16日、大隈260地区ガバナー、川瀬カ

ウンセラー委員長、相羽尾張第一分区代理、伊藤地区

幹事、服部地区会計長、名古屋東ロータリクラブの余

語特別代表、山田ガバナーエイド、石塚会長、尾関直

前会長、伴幹事等々の人達の御出席を頂き、 26名の会

員をもって創立総会が開かれ、余語特別代表より、大

隈ガバナーに「国際ロータリー加盟申請書」が提出さ

れました。こうして名古屋千種ロータリークラブは第

260地区（愛知県、長野県）88番目、県内56番目、名

古屋市内14番目のクラブとして誕生したのであります。

③千種ロータリークラブの第1回例会昭和57年8月

16日、創立総会に引続き、先のお客様をビジターとし

て、第1回例会を開催、水野会長は「1日も早くロー

タリアンとして恥じないクラブ、又この新生クラブを

ユニークなクラブにしよう」と挨拶されました。

④RI加盟認証創立総会から8日後の8月24日、 R

Iから加盟が認証されました。世界ロータリークラブ

の正式会員になれた喜びと、会員たる総ての自覚を新

たにした記念すべき日でありました。ここまでの体験

をした会員は現在10名であります。

※世界ロータリクラブ(RI)の会員は千種ローダ

へ

例会変更のお知らせ

名古屋北RC 8/28㈱名城RACと合同例会の為、

18：30～

あまRC 8/31(M)夏の家族会の為、8/29(f)

名古屋港にて

名古屋名駅RC9/2(水)ガバナー公式訪問の為、9/3

㈱キャッスルプラザにて

名古屋東RC 9/7(月)新入会員歓迎会の為18:㈹～

囮次回例会（9月2日）

分区代理訪問
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