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名古屋千種ロータリークラブ

承認 198‘2年8月24目

例虐目 火曜目 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･側織濯眞長大口弘和

題字黒野清宇

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAMNo.12

1998～”ｲl:IE RI会長ジ'一ムスレレイシー

菊池昭元君、小林明君、小山雅弘君、小坂井盛

雄君、久野峯一君、黒野貞夫君、黒須アイ子さん、

松居敬二君、三輪康君、宮尾紘司君、三好親

君、水谷祥督君、中山信夫君、西川豐長君、西

野英樹君、大口弘和君、尾関武弘君、鷺谷龍

男君、佐久間良治君、笹野義春君、鈴木理之君、

竹内眞三君、舎人経昭君、魚津常義君、和田

正敏君、鷲野義明君、吉田玄君今FIの雌き日は

ガバナーの我がクラブの訪問日、ようこそガバナー、

お待ちしておりました。

水野賀績君誕生日祝い。結婚記念日祝い。

久保田皓君ようこそガバナー、お待ちしておりま

した。夫人誕生日祝い。結蟠記念日祝い。

鈴木正男君暫くご無沙汰をいたしました。結婚記

念日祝い。
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囹“奉仕の理想”

囹黙想～職業奉仕～

圏出席報告

会貝 72(65）名 出席 52名

出席率 80~00％

前々|且I 9月22日 （修正出席率)98.46％

密ビジター紹介

第2760地区ガバナー 内藤 ｜ﾘ1人澗

東名古屋分区代理 上村晋山君

第2760地区副幹』lI 鵜飼治11N君

霧ビジター数 65名

國ゲスト紹介

米山奨学生 李敏華さん

名古屋名東RC早野会長挨拶

皆様今晩は。

本日は、 ｜ﾉ1藤明人

第2760地区ガバ

ナー、上村11f也東

名古屋分区代理

(ガバナー補佐）、

並びに柵飼治昭地

区副幹』|ﾄをお迎え

して、干梛クラブ

一

さんとの合|司例会と相成りました。

吉1I1節美会長はじめ、千種クラブの皆様には、私ど

も木'二Iは大変お世話になることになりました。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

抑て、先般、 9月8日には、上村分区代I!|!のご訪問

を欺きまして、その際、 IIIIか困ったことはありません

かと、優しい言葉をかけていただきましたので、渡り

に船とばかりに、会員噌強と交換留学生のホストファ

ミリーの受入れ先に雌朧をいたしておりますと申し上

げましたところ、大変、示I唆に富んだお言難を蚊いた

ところでございます。

｜ニコボックス’

第2760地区ガバナー内藤明人君

第2760地区副幹事 鵜飼治昭君

本日は公式訪問に参りました。宜しくお願い致します。

吉田節美君、石黒正則君内藤ガバナー、ようこ

そおいで下さいました。本'二|はどうぞ宜しくお願い致

します。一昨日のバスケッI､交流試合では応援ありが

とうございました．

山本英次君久方の晴間に映える名月よ･

足立一成君、秋山茂則君、萩原喜代子さん、堀江

宏輝君、伊豫田博明君、加藤大豐君、河村政孝君、
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本年度会長テーマ 21世紀の懸け橋になろう 本紙は再生紙を胸Mしております



会員増強はロータリーの友「8月号」を御覧になり

ましても、ロータリーが永続的に繁栄して行くために

は「最より質」であることが求められており、無理せ

ず真のロータリアンを確保すべきであろうというわけ

でありますから、現下の社会状況のもとでは、真のロー

タリアンを確保するためには、いささか、時間がかか

る。このあたりを、危恨しているわけでこざいます。

交換留学生の件につきましても、会員家族の成長に

伴い尚齢化してきており、言葉の問魑や'k活群慣の違

いは左程問題で傲嘗いという側面はあろうかと存じま
すが、やはり、傍FIに要が難儀をすることを強いるの

もなかなか気が引けるのであります。ここら辺が、ア

メリカ等の欧米諸側と我が国との風土の違いか、 I硬'際

化と言われて久しいけれども、依然としてあるように

思います。

然しながら、来るべき21世紀を担って行くことにな

るIIf少年に夢と希塑をもたせ、広くIfl1策社会でも活躍

できるよう手助けすることは、私たち大人の貞務であ

ろうと考えます。

どうか、今後とも、皆様とともに、 ロータリアンと

して、子に手を携えて頑張って参りたいと存じており

ますので、 よろしくお願い申し上げます。

第2760地区内藤明人ガバナー挨拶

凸

－
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今年度第2760地区ガバナーを仰せつかりました内藤

でございます。宜しくお願い致します。

まず岐初に、 3週間鵬前に前ガバナーの犬綱さんが

突然お亡くなりになりまして、数日のうちは黙排を捧

げていましたが、本I Iは私の哀悼の言葉でかえさせて

瞳きます。

いつも笑みをたたえながら、決して相手に嫌な感じ

を与えず穣極的にロータリーの活動に参加されまして

特に、今後もロータリークラブの歴史に残る功縦とし

まして、今日こうしてお集まり頂いている2クラブ合

|同lの、RIではニューリーダーシッププランと言いま

すが、ガバナーが全ロータリーをそれぞれ回りますと

かえって疎漏になるのではないかということで、分区

代理さん、ガバナー補佐が前もって各クラブを訪問さ

れ資料に基づき、会長、幹事さんと色々話し合い2，

3クラブ合同で会合されたらいいんじゃないかとご提

案されまして、真っ先に未蹄の催しを犬飼さんは実施

されました。日本中に34地IX34人のガバナーがおりま

すが、昨年実施しましたのは、僅か4地区でした。RI

からもこのやり方については世界の着目されるところ

です。

犬鯛さんのご功績に対し、心からご称賛さしあげる

と共に哀悼の意を表して、大変お疲れ様でした、あち

らでごゆっくりとお休み下さいと念じている次第でご

ざいます。

ガバナー勉強会が3月にアナハイムにて足掛け10I1

|ﾊl、実質8日間毎日|､レーニングが行われましたが、

会合は非常に質素なものでした。あまり華美に形式

ぱっていると途中でくたびれてしまうし、質素であっ

たから95年もロータリーが続いたと言っておられま

した。

鰄朝ロータリーソングを歌い心をなごませた後点鋪

し、黙想となります。普通、黙想と言いますと ・分間

なされますが、なぜ20秒|ﾊlかと巾しますと人l11iの心理

から、例えば最初の30秒は黙想に集中しますが残りの

30秒を他の事に惑わされるので20秒が効率的というこ

とです。宗教とは関係なく、 20秒心を静め、その後効

率良く会議に臨む、そういった意味のもと8日間踏襲

させて頂きました。

又､本H私が着ております紺色のジャケツ1,ですが、

この色はRI指定で虹の色を師年順番に使っていくの

で昨年皮はグリーン、今年度はネイビーブルーとなっ

たわけです。

さて、今年度RIレイシー会長のテーマは「ロータ

リーの夢を追い続けよう」であり、昨年度のキンロス

へ

’名古屋千種RC吉田(節)会長挨拶

す。そして名東R

Cの併様にはわざわざ当例会場まで御足労いただきま

しての合同例会でございますが何かと不行きIIIIきの点

があるかと思いますが、どうかロータリーの友11fでもっ

て御容赦を、お願い致します。

去る9月1日のM;1．分区代理の訪問では大変,肖意義

な御指導をいただき本当に有難うございました、後れ

馳せながら厚く御礼申し上げます。

本日はまた先ほどまで内藤ガバナーとの懇談会で

色々ご指導を1頁きそしてこの後又卓話をいただく予定

となっておりますが、 さぞかしクラブのためfl意義な

指針を戯けるものと期待して居る次第であります。又

一昨日私ども千繩RCのI輻l際奉仕、社会奉II:、 1茅少年

活動の共|司主催によるI*i京市人民中学と称l7屋短大付・

属高校とのバスケットの交流試合､お陰を持ちまして、

所期の目的でありました日中友好の輪を広げおおいに

|刊|際親善を深めるリドができ、成功裡に終わるﾘﾘが出来

ました事を報告し、 lilj校に対し'腓しみない応援を戴き

ました皆様に厚く御礼'1{し上げまして人変簡単でござ

いますがこれをもって挨拶とさせて戴きます。

へ
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会長の「ロータリーの心を」と共に非常に抽象的なお

言葉ですが、過去50年間のRI会長テーマも皆抽象的

でした。あとはその趣旨に対しカバナーが方向性をつ

けて実際の活動母体である各ロータリーに任せるとい

うことのようです。今年度のテーマのドリームという

オブゼクションを各ロータリーで考えて頂く意味で私

は「ユーイズムを広めよう」「新世代に光を照らそう」

｢奉仕の実感を共有しよう」の3つを考えました。こ

れは1つの参考テーマですが各ロータリーの会長さん

にはドリームを持ってやって頂ければ幸いだと思って

おります。

ロータリーは95年前、ポール・ハリスさんによって

創られ、その当時アメリカは大不況でしたが厳しい世

の中にあってロータリーの活動をすることにより自分

の生きがいを感じようとやられたようです○異業種の

人と会食しながらその時間を使って社会奉仕などの活

動を一緒にする。宗教は個人的なものですが、集団で

親睦を図り、社会に奉仕、ボランティアすると考えれ

ばロータリーの意義もあります。

今の日本は、政治、金融、実業界と無責任時代にあ

ります。これは戦後の○×教育、デジタル教育にある

のではないかと思います。選挙にしても票だけ集めれ

ばいい。本筋は二の次で票さえとって上へのぼればい

いと短絡していて実|際の権力者となると義務や責任は

取りません。

21世紀の日本が少しでも良くなるようにサデイッシ

ョンして自分から精神革命を起こし、新世代に光を照

らし次の子孫にもいい日本を築いて頂けるようロータ

リー活動にも積極的に参加していきたいと思います

一《"認"認〃認〃･賢"、クラブ懇談会季《〃誕参談"診《･診一

16：40～17：10橘の間

内藤ガバナー、上村東名古屋分区代理、鵜飼地区副

幹事ご出席のもと、会長・幹事・副会長・会長エレク

ト ・副幹事・四大奉仕委員長・青少年活動委員長によ

る懇談会が開催されました。
~寿一手奉垂垂萌■壱二宗…茜謹憲 ．§医壹i審了一醗墨麺■垂伊一幸＝己

＝

内藤ガバナーを囲んで

囮次回例会（10月20日）

秋季家族会御園座にて歌舞伎観劇3時15分より

『O<>O<>○<>○<>●<>○<>○<>○<>O<>○<>O<>O<>O<>○<>O<>O<>O<>○<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>●<>○<>○<>O<>O<>●<>o<>1
○

日中高校生親善交歓会 平成,0年10月4日(日)晴 ！0
○

0 0試合会場：愛知厚生年金会館、体育館 。○

0 懇親会会場:愛知厚生年金会館､鳳凰の間 10

0 0
0＜＞O＜＞O＜＞O＜＞○＜>○＜＞○＜＞○＜>○＜＞○＜＞O＜＞○＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞○＜>○＜＞O＜＞O＜>○＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞O＜＞○＜＞O＜＞o＜＞の

バスケットボール親善試合 10：15試合開始
11：20試合終了

10：00開会宣言 会長 吉田節美
11：25閉会挨拶

ペナント交換

、ﾊノ､ﾊﾊｰ､～、懇親会(立食） ､～､ﾊﾊｰ､/､/、
南京市人民中学校選手団紹介

12：00選手団入場

南京市人民中学校長馬效光通訳 朱明 来賓紹介

南京市教委員公室調査主lﾓ王伶＃ll 南京市玄武区教錦l1主任紀勤 第2760地区幹事 岩間俊夫

南京市人民‘|,学総務主任徐軍南京II7人民巾学年級組長許成彬 米山奨学生 李 敏華

教練 曹学紅 青少年交換学生 アナ・パウラ

選手 〃 伊藤正美

張暁燕楊波萢文俊王麗媚 高星 〃 日比野修子

梁菫 楊文君歎願劉潔王媛 〃 浅見祐佳

インターアクトクラブ会員 11名

名古屋短期大学付属高等学校選手団紹介 ロータリークラブ会員 31名

監督井上眞一 家族その他 31名

コーチ金 聖徳 歓迎挨拶・記念品贈呈会長吉田節美

南京市人民中学高等部代表張暁燕選手挨拶
選手

名古屋短期大学付属高等学校代表藤村茜選手挨拶
藤村 茜高田貴美子春日里香唐沢貴代

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌ代表 伊藤正美さん挨拶
大野真弓有我 望立花奈津子鈴木衣里邦

乾杯 馬南京市人民中学校長
山崎恭子渡辺由夏米田早智徳守 歩

（敬称略）
齋藤尚美石堀里美森元愛弥滝 奈央

国際奉仕・社会奉仕・青少年活動委員会合同にて開
滝 美央副島 昴前田知美大神雄子

催されたこの催しは総勢120名の参加の中、今年イン
田淵明日香重田麻希立花真11皮子

ターハイ準優勝の名短付高に挑んだ南京市人民中学高

等部は好プレーをみせたものの78対54とした。
審判紹介安藤憲彦 豊永秀行

_一
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塵壼塾唾堯到－－暮蕊慧難鐸=拳鋼鑿二審＝割熊準
日中高校生ﾊｽｹｯﾄﾎｰﾉ臘善試合

主錘名古襲千J重ロータリークラブ

蕊蕊蕊
試合終了後、両国の選手の健闘を称え参加者全員で記念撮影

白熱したプレーにスタンドでの応援にも大歓声が上がる

戸

才

蟻鱗創声亭19

懇親会では、日中間の言葉の壁も飛び越え、 ジェスチャーを交えながらの会話にお互いの交流を深め、最後は全員

で輪になり“手に手つないで”を大合唱し親善交歓会は幕を閉じました。

－中部経済新聞より 10月6日一

日中の女子高校生が親善バスケッi､試合
名古屋千種RC

「頑張れ！ よしいけっ」「ちゃ－ゆう （加汕） ！ はお
ちゅう （好球)。四円の11 11AIn、名古屋市千種区の愛知厚生
年金会館体育館でnI|!両国の力のこもった掛け声が飛び交う

II1 ， ，本とI1'国の女子高校生の親善バスケットボール試合が
行われた。

名古屋千繩ロータリークラブ（吉田節美会長）が国際奉
仕・社会奉仕・汁少年活動の弓委員会の合同事業として開催

したもので、対戦したのは南京市人民中学高等部と桜花学
|劇・名占嵯短lUl大学付属高校のバスケットボール部。

桜花学I蝋lでは、平成五年から南京市の教職員との低l際交流
を行ってきており、今IIIIは学|鴬1創立九l-.fi周年を記念して南

京『|f人鴎に|'学問等部バスケットボール部員を招待。これに名
古屋千伽RCが瀦古馬市・ I*i京市友好提携一十周年記念事業の
一環として親蕃試合を主催したもの。

台ﾛI会装の「はるばる中I別から来てくれた選手の皆さんを
心から歓迎します。試合を通じてII1|!交流の促進に努めてい
ただきたい」とのあいさつに続いて熱戦を展開した後イン
ターアクトクラブのメンバーも交えて約一時間にわたる懇親

会を雌し、身振り手まねでi活し合い、交流を深めた。

1IIILI側を代表して馬效光校長は「選手を連れて来たのは初
めてだが、 lilil'ilの選手たちはいち早く解け合って交流を深め
ており、意義ある交流だと思う。今後もこうしたi1m国の交流

促進を凶っていきたい」と言っていた。
また、 I到際ロータリー第2760地区の岩間俊夫幹事も「内藤

へ

明人ガバナーの提11!月している『青少年の健全育成」に大きく

貢献する事業であると同時に、中国にもロータリークラブが
できた（喬港のロータリークラブ）時代でもあり、こうした

機会を契機に両国の交流が促進されることに期待している」
としている。

中日新聞より 10月5日
名短付高創立95周年に華

名古陛市とIII I'il ･南京市の友好提揺二-I-周年を記念した

｢I I UI!バスケット親藤試合」が四日、名古屋市千種区の愛知
厚生年金会館体育館であった。
I!i少年の育成と唾l際交流に力を入れている名古屋千種ロー

タリークラブ（吉田節炎会長）の主催で、名古屋市昭和区の
名古騰知期大学付属I噺と南京市人民中学高等部の間で行われた。
両校は、六年前から教職員や生徒たちによる害l'l'iや手芸品

などの文化交流を続けている。親蕃試合は、名短付高を巡営
する桜花学IMI (大谷ｲl1雄理事長）の創立九十五周年記念とし
て、三| Iに第1職が行われており、名短付高が48点差をつけ
て勝っている。

このI:1の第2戦は、両チームともスピード感あふれるプレ

ーを連発し、白熱した試合となったが、今年のインターハイ
準催勝のfi短付高が、 78-54で制した。

終了後は、両チームの選手が、お互いに肩をたたいて健闘
をたたえ、スタンドの生徒や父母、教員らからも温かい拍手
が送られていた。

－4－


