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Ｗ 名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24日

例会日 火曜日 12：30

例会湯 愛知厚生年金会館

事務局 雁L763-511IOFAX763-5121

会長 吉田節美

幹事 石黒正則
会報･雑誌委員長大口弘和

知

題字黒野清宇Ⅱ

ー

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAMNo.16

1998 99年度RIffiミ シエームスL･レインー
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鈩響舜響,侭饗,侭…響きようの例会”劉詫響》侭智侭…蝋
唯

;第782回平成10年11月24日（火）
ﾋ傭震琴一砿…響録…琴…侭……,侭掌祷……’録響歸響惑

友愛の日

小林副会長挨拶

へ

矛………響先々週の記録両…曙病…熟

:第780回平成'0年''月'4日(土） 晴；
職場例会（七宝作り） ﾐｮ

ﾋ
ｮ 乳

於:名古屋短期大学付属間等学校’2時～％唯

建………塔,録………………………………必

囹“君が代”

圏“我等の生業”

囹黙想～芸術の秋～

囹出席報告

会貝 72(65）名 出職 26名

出席率 40.00％

前々回 10月20日 （修正出席率)98.46％

囹ビジター数 67名（11/10）

囹ケスト紹介

青少年交換学生 アナ・パウラさん
〃 日比野修子さん

本日は吉田会長が欠席ですので、私が変わって御挨

拶を申し上げます。

皆様には土曜日で何かと御計画もおありの所、職場

例会に御出席を頂き|ﾘﾄl雌出来ましたﾘﾄ、厚く御礼申し

上げます。

本来職場例会は10月の職業奉仕月|&jの行事の1つで

ございますがその職業奉仕目的として

1）職業奉仕の本質を理解する。

2）他人の職業を理解する。

3）自分の職業に誇りをもつ。

4）総ての人々に満足を与え、社会に貢献する事。

以上に大きく分けられると思います。そこで本日は、

他人の職業を理解する意味で今年度のl職業奉仕委員長

の佐野君の御職業であります彫金・鍛金・七宝の中か

ら、七宝制作を皆様と共に挑戦して頂きます。特に本

日はブローチ、 イヤリング等女性方に身近な物を佐野

君の御指導の元に作ってもらいます。

今さら云うまでもございませんが、佐野君は日展に

入選の外多数の賞に輝かれた私共千種ロータリーの誇

る芸術家であります。

又とないこの機会に七宝制作のむずかしさを、体験

し又自分で造ったブローチを身に付ける群びを感じて

頂き一生の良い思い出にして頂きたいと思います。簸

後に指導を頂く佐野糊と、会場を御提供頂きました桜

花学園の大谷君に心から感謝申し上げ、又、職業奉仕

委員の勝様に御礼を申し_上げて挨拶と致します。有雌

うございました。

へ

｜ニコボックス｜

小林明君、魚津常義君佐野先生、大谷先生、本

日はお世話になります。

水野民也君佐野先生、大谷先生、本日はお世話に

なります。私も出品しておりますが、 19日から25日ま

で丸善にて“楽拙会”を開いておりますのでお時間の

ある方は足をお運び下さい。

|佐野職業奉仕委員長挨拶’

本日は皆さんに七宝作りを体験して頂きます。自由

な色の細み合せによって出来る様々な棋様に、物作り

の楽しさを味わって下さい。
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’ 本年度会長テーマ 21世紀の懸け橋になろう 本紙はﾄ¥ﾉ|《紙を仙州しております



……………七宝制作。4…-s-…” 小坂井盛雄君佐野先生のご指導で生まれて初めて七

宝焼のイヤリング等を作らさせて頂きました｡有難う。

松居敬二君麻雀会で優勝し役満もあがり、賞金も

多額にもらいました。

三輪康君久しぶりの雨です。一男が11月3日に結

婚式を挙げました。

大口弘和君久しぶりです。

尾関武弘君木U、早退させていただきます。

佐久間良治君遊んで来ました

佐野寛君大谷先生、先Hはお世話になりました。

鈴木理之君孫が横浜に帰ります｡淋しくなります。

田部井良和君佐久|Alさん、串かつありがとうござい

ました。

和田正敏君ハリーレイさん、こんにちは。

山本英次君X,マスが近づきました。バンドをお楽

しみにII

萩原喜代子さん、伊豫田博明君、河村政孝君、三好

親君、水野民也君、笹野義春君、舎人経昭君、

魚津常義君佐野先生、大谷先生、先IIはありがと

うございました．

池田隆君、伊藤健文君、菊池昭元君、久野峯

一君、水野賀續君、中井常雄君、中根三郎君、

西川豊長君、鶯谷龍男君、鈴木正男君、竹内

眞三君、吉田節美君吉田玄君久しぶりの雨で

す。

二村聰君誕生H祝い。

松島孝彰君夫人誕′kI｣祝い。結婚記念日。

例会場より理科室へ移動し、会員、御夫人又、 イン

ターアク|､の方々にも参加頂き、佐野君のご指導のも

と皆さん意欲満々にて開始！

ご自身のアクセサリーや奥様のF支を柄にする方等

思い思いの色とデザインで、次々と作品が出来上がり

ました。 一

|石黒幹事報告’
童心に返りあまりの楽しさに予定時間をオーバーし

て終了となりました。 本日お手元に国際大会（シンガポール6/12～6/16）

の案内を入れましたので多数のご参加をお願い致

します。

次回例会終了後、理』If役員会を開催致しますので、

即41I役員の方はお残り下さい。

ロータリー適用相場1ドル125円が、 12月1日よ

り1 ドル118円に変更されますので、お知らせ致

します。
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霧…緯…=先週の記録"……識：第781回平成10年11月17日（火）
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］
囮“我等の生業”

圏黙想～宇宙～

囮出席報告

会貝 72(65)名 出席 49名

出席率 75.38％

前々胴1 10月27日 （修.正出席率) 100%

囮ビジター紹介 2名

囮ゲスト紹介

南111大学外国語学部英米科教授ハリー・レイ氏

稲葉学fさん

グー

|吉田（節）会長挨拶’

月日のたつのは早いもので今年ももう11月も半ば過

ぎ、あと12月を残すのみとなってしまいました。 1年

の内でもっとも気候の良い秋でございます。 11月は3

口の文化の日に始まり、七・五・二、勤労感謝の日と

何かと行事の多い月でもあります。この3 1 1文化の日

はIEI民の祝日のひとつとして昭和23年に定められまし

た。ところがこの11月3F1と云うHが戦前の明治節

(明治天皇の誕生1 1を祝う1 1)と'百lじRに当たるとこ

ろから明治節をただ単に文化の日と名称を変えただけ

ではないかと思って居る人が多い様でありますが「文

化のH」とは昭和21年のこの日に公布された新憲法の

戦争放棄、主権在民の'貞言を記念して「自由と平和を

愛し文化をすすめる日」として全く新しい趣旨のもと

に定められたものであります。

このHには科学・芸術など文化の発達に大きな功絞

'二コボックス

秋山茂則君会員の水野宏君答の“命の尽きる日”

を出版致しました。お帰りにお持ち下さい。

深見 章君火口先生､先[lはお|廿話になりました。

ホームクラブご無沙汰しました。

石黒正則君職業奉仕の粁様及び大谷先碓、先日の

例会ありがとうございました。

小山雅弘君ロータリー財111、キヤンヘルプタイラ

ンドヘの笥:付よろしくお願いします。

－ツー
ｰ



私達は千種ロータリークラブの皆様がキャンヘル

プタイランドのタイ東北部における奨学金制度と自

給自足給食プログラムを支援して下さったことに深

く感謝いたします。私達はできるだけこのお金を1

つの県に使わせていただくことにしました。その県

はロエイ (Loei) といいます。ロエイは東北地方の北

西に位置します。たくさんの丘や川にかこまれた緑

の美しい県です。私達が-一つの県を選んだのは、将

来千種ロータリークラブの皆様が支援して下さった

生徒や学校に遊びに来ることを望んでのことです。

そのような時には、教育委員長をはじめとする教育

委員会の方々、先生、 ′t徒達が温かく皆様を迎えて

くれることでしょう。

私達は24名の学生に奨学金を与えました。そのう

ち15名がロエイの学生です。学生達はこの県の様々

な地方の出身ですが、皆中学一年生です。自給自足

給食プログラムのために頂いたお金は2つの学校に

送らさせていただきました。バンプーサワン(Ban

PhuSawan)幼稚臆l兼小学校とバンコックドゥー

(BanKhokDoo)幼稚園兼小中学校です。どちらの学

校もとても貧しい状況です。バンプーサワンでは栄

養失調率が70%もあり、バンコックドゥーでは12%

という状況です。バンコックドゥーにおけるプロジェ

クトはとてもうまく行きました。残念ながらバンプー

サワンでは私が約束した本当の意味での自給自足は

成し遂げられませんでした。簡単に2つのプロジェ

クトの経緯を報告します。

バンコックドゥーではアヒル小屋を建て、 1羽約

38円で100羽のアヒルと飼育道具一式を買いました。

小学5，6年生、中学1， 2， 3年生が2つのグルー

プに分かれてアヒルとにわとりの飼育と野菜の栽培

にあたりました。少なくとも1羽のアヒルと1羽の

にわとりが家で育てるために生徒に与えられました。

そして、アヒルやにわとりが大きくなったら安い値

段で学校の給食プログラムに売ったり、町の市場で

市場価格で売ったりしました。利益のうちの少しは

生徒達へごほうびとして与えられ、残りは同じ様に

100羽のアヒルと諸道具の購入に使われました。この

プロジェクトの目的は、生徒達に実際に経験させる

ことで子供達が栄養失調から回復することに貢献す

ることを学ばせることです。

バンプーサワンではにわとりを100羽買い、にわとり

小屋を建てました。このプロジェクトは不運でした。

まず昨今の景気後退で物価があがり予定より多くの

費用がかかりました。次に彼らはわらの屋根より高

価なトタン屋根を使わなければなりませんでした。

3つ目は、 もともと購入したにわとりが病気をもっ

ていたり、乾期から雨期への変わり目で病気にかか

るにわとりがいて、多くのにわとりが死にました。

結果的に新しいにわとりや餌、薬を買うお金がなく

なりこのプロジェクトの存続が難しくなりました。

私達はバンプーサワンの失敗を残念に思いますが、

奨学金プログラム、バンコックドゥーの成功を専ば

しく思っています。バンプーサワンについては出来る

だけ支援を継続して成功に導きたいと考えています。

のあった人に文化勲章が授与されるほか、藍授、紫

綬の各褒章や芸術院賞なども贈られます。

千種RCの中にも過去に褒章に輝いた方もあり、

こうした賞を受けられる方が出ることはほんとうに

喜ばしい事であり又クラブにとっても名誉な事であり

ます。

この様に11月は文化の日に始まり食欲の秋、芸術

の秋、読書の秋等、秋を躯歌する色々な行事が行わ

れる月でございます。どうか会員の皆様も気候の良

い11月を大いにエンジョイされる事をお願いします。

又、今月はロータリー財団月間であります。我々

ロータリアンの目ざすのは住み良い社会、平和な世

界を築くのが最終のU的でありますが、その目的を

達成する為には色々な道がありますが、その根本は

世界各国の理解が一番大切ではないかと思います。

そんな手掛かりとしてロータリー財団を設立し色々

なプログラムを推進して来た訳でありますが代表的

なプログラムは国際親善奨学制度等の教育プログラ

ムや人道的奉仕プログラムとしてポリオ撲滅運動等

人類の悲願にこたえたものとして大きな成果を上げ

て参った事は皆様御承知の通りであります。

この様なプログラムの推進こそ、 ロータリー目標

に一歩近づくものであります。皆様の御理解と御協

力をお願いしまして挨拶とさせていただきます。

一

|小山国際奉仕委員長報告’

皆さん、 こんにちは。

本日はロータリー財団とキャンヘルプタイランド

の寄付のご協力をお願いします。

まず、財団寄付ですが、地区目標は1人110ドルで
；I缶ル・ハリス・フェロー

すが、クラブとしましてはP･H･Fの方には100ドル
ボールーハリス・フェロー

以上、準P･H･Fの方には200ドル以上、又新入会員

の方には5年でP･H･Fとなって頂けるようお願い致

します。P･H･Fには年次寄付と恒久寄付とがあり、

年次寄付ですと3年間資金を運用して使い終わって

しまいますので、P･H･Fの方もマルチプル・フェロー

か恒久（ベネファクター、 1000ドル）もありますの

で、ご|筋力をお願い致します。

キャンヘルプタイランドにつきましては、今年度

については、理事会にてタイ・フィリピンの地区W

CSを中止し、こちらを．･本化することで了解を得

ております。 1口1,000円からの寄付ですので何卒宜

しくお願い致します。

一

囮講演

“キャンヘルプタイランドについて”

南山大学外国語学部英米科教授 ハリー・レイ氏

＝審一
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‘｡-､､｡-c-、青少年交換学生報告書・・､．､、

:ｱﾒﾘｶで留学生活を送られている'98年度青少：
ウ年交換学生の竹内裕子さんの報告書の中から●

:近況をご紹介します。
ウ
●

● ☆8月分☆ ウ

;す震気蝋麓雑濡臆黙砺リ
:かで､平和です｡人々は､皆にこにこしているし｡ ：
● 気候は、 とてもすごしやすいです。日中は、 ウ

:半袖で十分ですが､夜は何かはおらないと､ と？
ウても寒いです｡ (外では)今は､よく晴れていま；
$すが､ 9月以降は､雨がたくさん降るらしいで：
ウす。 (Hostmotherが言ってました｡） ウ

● 食事もおいしくいただいてます｡ｹｰｷなど：
:はすごく甘い｡ｱｲｽｸﾘｰﾑはすごく大きい｡ ，
:友達は､同い年から､若い子､おじさん､おば？り
ウさん、たくさんできました。 ●

● HostFatherの友達の子の家には､泊まりに行：
: く仲です｡ (2度も行った｡） ウ

ウ 97-98と、 日本に来ていた留学生の子と、電’

:話したり､一緒に､マフィンを作りました｡今：
ｩはわりと、楽しんでいるけど、学校が始まれば、 ●

:不安なことがあるかもしれませんが､ とにかく ：
ｩがんばります。もっと難しい英語を話したいでウ

ウ

:す｡ (今は､ゆっくり､かんたんな英語で） ウ
ゥ ☆10月分☆ ’

： 本当に2ヶ月は､あっという間に過ぎてしま‘
,いました｡でも､ とても楽しい事ばかりで｡私：
'の周りには､ 日本人がたくさんいて､いいのか" ：
:悪いのか…｡つい日本語になってしまう｡だから､ ，
:最近はお互い英語で(?)話すようにしてます。 ：
ウ 今日、 10月25日は、 daylightsavingtimeで1時ウ

#闘競嘉弾きてしまうｱﾒﾘｶはやっぱ~ ；
:大きいなと感じる今日この頃です。 ’; homecomingはﾄﾚｽｱｯﾌで行って､とても：
‘楽しみました｡生徒は疲れを知らないかのように、 ウ

:踊りくるってました｡先生の方は､遠くで見守：
ウるだけ｡本当にすばらしいl 1先生と、生徒の関係ウ

:はすごくいいです｡先週は､少しhomesickぎみ；
ウだったんですが、今は笑顔でがんばってます。 ウ

織熱溌瀦凡讓鰡擬蔑；
●

: く違う意味で､ ﾄｷﾄｷしてました。 ●

鬼.､…_､､．､､､._c--c--c-､...､今､._｡_､､e.cj

＃鎧…"漆自宅住所変更のお知らせ岬辮

噂;会員 中井常雄君
章新住所 〒478-0036 篭

；： 愛知県知多市新舞子字神田27-】

急刷熟……総…………蕊
（0569）43-9590

｢----ローターアクトクラブよりお知らせ----可

I 。12月第1例会

I 日時12月1日（火） 点鐘19:00

1 場所名古屋カーデンパレス
I テーマ自己啓発セミナー…Ⅱ

｜ 担当企画広報委員会
｜ ・12月第2例会

I 日時12月6日 （日） 登録16:30

1 場所レッツスポーツﾌﾗｻCottonClub l
I テーマ国際交流X' マスパーティ

I 担当国際奉仕委員会
L一一-一--_-. ---.-.---.一一－--.---. .-.__---.-.---.－--.-----.-－－－－．－－－‘一一一_」

一

例会変更のお知らせ

名古屋東RC ll/30(月)､名古屋名城RACと

の合同夜間例会の為､18:30~

名古屋和合RC 12/2伽、年末会員家族懇親

会のため、 17:30~

名古屋瑞穂RC 12/10㈱、年末家族会の為

名古屋大須RC 12/10体)、家族忘年会の為、

ホテルプラセオ名古屋にて

18:00~

名古屋東RC 12/14(月)、年末会員・家族懇

親会の為18:00~

名古屋空港RC 12/14(月)、年末家族会の為、

ホテルキャッスルプラザにて

18:00~

名古屋栄RC 12/14(月)、X'マス家族会の為

名古屋名南RC 12/15㈹、忘年家族会の為

豊山一城北RC 12/15㈹、X'マス例会の為､ナ

ゴヤキャッスルにて18:30~

名古屋南RC 12/16(水)、忘年家族会（夜間

例会）のため

名古屋名駅RC 12/16M<)、夜間例会・年忘れ

家族会のため18:00~

名古屋守山RC l2/17㈱、忘年家族会の為、

12/18(金)に変更

名古屋北RC 12/18(金)、家族忘年懇親会の

為17:30~

名古屋昭和RC 12/21(月)、年末会員家族懇親

会の為、 12/22(K)18:00~

名古屋名東RC 12/22㈹、年末家族会の為

18:00~

一

ﾊﾊｰ､ハー、麻雀会 、ﾊﾊﾊﾊﾊｰ､ﾊｰ'、

於：松楓閣11/12 (木）

RANK NAME MARK

優勝 松居敬二 +74,000

2位 成田良治 +57,400

3位 山本眞輔 +33,100

B B 秋山茂則 △37,800

参加者8名
スーアン．

久々に参加の松居君は絶好調で四暗刻もあ

がり優勝！成田君の猛反撃も残念ながら一

歩届かず。
◆次回例会（12月1日）
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