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講演 “ドイツのゴミ事情”

名古屋｢li立大学名誉教授

青山光子さん

（紹介 II1部ﾉ|:g)

め、又ｲ11mエレクトもご欠席ということで、議事進行

上祥わって務めさせて噸きます。

4xl lはビジター1名と、尚少年交換学生の浅見さん

をお迎えしておりますが、会員のご葬儀という事で時

間もなく、私もこの例会後、渡辺さんのご雑儀に伺い

たいと思っております。

渡辺さんは昭和61年5冊に入会され、ロータリーを

とても愛され、同好会でも千年会という陶芸で私達と

ご・締に陶器を作っておられました。 -f供っぽいとこ

ろもあり、途中まで作ったあとは陶芸の道年先生の息

子さんに手伝ってもらいながら完成させたりと、非常

に楽しんでおられたお仲間でした。

昨年度の会長挨拶で話した事もありますが、お釈迦

様がおっしゃるには、人間というものは《19日を過ぎる

と魂が輪迦して、 またこの'1に帰れるということで、

あと40数H間、極楽をご旅行して頂きこの|1tにお帰り

になると考えれば、この悲しみも半減するのではない

でしょうか。
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囹黙祷 会員渡辺辰夫君を偲んで

囮"それでこそロータリー”

圏出席報告

会 典 70(67)名 出職 /11名

出席率 61.94%

前々1n1 3月2FI (修正出席率) 100%

囹ビジター紹介 1名

囮ゲスト紹介
あさみ ゆか

’99～2000年度青少年交換学生浅見祐佳さん

囹ニコボックス（3/9．3/16）は紙面の都合上、次回

掲載とさせて頂きます。

計 報

㈱東海ネットワーク 顧問 渡辺辰夫君
＝

病気療養中のため、休会

II'のところ、 31114日(I1)腎

不全の為ご逝去されました。

享年71歳

蕊
’ ｜
大口君会葬御礼挨拶

先般の父の搾儀に|際しまして、ご多忙『'1にもかかわ

らず、侍さまにご会葬賜り、有雌うございました。心

より御礼巾し上げます。
昭和61年5月にご入会後、

親I朧活動・ ロータリー財

団・会計・会場投営．イン
|石黒幹事報告’ ターアクト ・出席の各委員長を務められました。

"lll鞭委員長の折には、新しく入会された方が少

しでも早くクラブに1ﾘlll染めるよう率先してレク

チャーをなさったり、楽しく過ごせるようにと常

に心過いをされていました。

又、 ｜両l好会では季楽会と千年会に入られて、奥

様と楽しくご参加され、いつもニコニコと笑顔を

絶やさない温厚なお人衲に、励まされ、教えられ

た方も多いのではないでしょうか。

心よりご冥福をお祈りいたします。

1 ．会興の漉辺辰夫君がl/1 1]櫛不全の為、お亡くな

りになられ昨夜通夜、今H午後1時より葬儀、 2時

出棺となっておりますので、例会を早めに終了させ

て頂きます。

|松居直前会長挨拶

こんにちは

吉田会長、小林副会長が漉辺答のご葬儀に出席のた
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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II}'l《紙を使川しております



グ（奉仕の理想）等の斉唱で始まり、分区代理の点鐘、

司会服部和史君により黙想、ホストクラブ会長の歓

迎のことば、内藤明人ガバナーによる国際ロータリー

会長のジェームス。L・レイシーのテーマ“ロータリ

ーの夢を追い続けよう”により時代を背おう青少年の

育成と思いやりの心を大切にとの挨拶、上村晋也分区

代理の挨拶とひき続きました。特別出席者の紹介は昨

年は一人一人でしたが、本年度は全員の立席にて簡素

にされ、 フォーラムでは“大丈夫か1 21世紀の日

本・だから今、 12歳を考える”のテーマで内藤ガバナ

ー・上村分区代理・社本青年会議所理事長・長澤忠徳

氏・服部周子中学校校長の5人によるトークセッショ

ンにより終了しました。次期ホストクラブの挨拶、 ガ

バナー講評と進み分区代理の点鐘にて第1部が終了。

第2部は楽しみにしていた懇親会場への移動。柏木

順壱1M実行委員長の挨拶と乾杯により、谷喜久郎名司

会者による各ロータリークラブ代表者10名と内藤ガバ

ナーによるカラオケ大会に座は盛り上がり、各代表者

のプロ歌手なみの歌声にも負けない我がクラブ小林副

会長の歌を聞き、応援にも力が入りました。そして最

後は「手に手つないで」を歌い閉会となりました《，

囮山田毒勝君

コーディネーター上村晋也分区代理の「まとめ」は、

古来、わが国では、男子は12歳から16歳までに「元服」

の儀式があり、女子には「十三参り」の風習があるが、

これは、 12歳から 「オトナ」としての自覚をもたせる

意味があり、現行の20歳での「成人式」では遅すぎる。

第二次性徴があらわれ始める人生の大きな節目の時

期にあたり、次代の社会を担う青少年の責任を自覚さ

せるように、順調な身体の発育とともに、健全な精神

の育成を促すため、 「12歳の日」を制定し、家庭・地域

社会・国家で祝うことにすれば、 21世紀の日本は期待

できる望ましい方向に進むことになろう。

この提案がロータリー発信の社会を動かす大きな運

動となり、 「国民の祝日」となることを望みたい－と

の趣旨であった。

武蔵野美術大学教授長澤忠徳氏の基調講演についで、

名古屋市立浄心中学校校長服部周子氏・名古屋青年会

議所理事長社本光永氏・内藤明人ガバナーのコメント

が提示されたが、いずれも有益かつ貴重な御意見であ

り、 1Mフォーラムにふさわしい感銘深い内容あるもの

であった。

､-ﾊｰ'-,-'-,-'-,-ﾍﾊﾉ､ ｜ ･ M報告、ﾊﾊﾊﾊﾊﾊ/、

囮吉田（節）会長

3月11日、和合RCのホス1,に依り、名古屋東分区の

1Mが行われました。当日は総勢550名を超える出席者

で大変盛況でございました。

そして今年度の特色は従来の形式から脱皮し、心の

ふれ合いと云う事で全く無駄を省き中昧を重視した大

変実のある1Mでございました。

今回の1Mは“大丈夫か1 21世紀の日本、－だから

今 12才を考える－” と云うテーマで、 12才と言うの

は世間に対し1人立ちする年令で人生において一つの

節目であるようです。

21世紀につなぐ為、今我々の成す可き仕事は新世代

の育成にありとは、折りにふれ皆様に訴えて居ります

が、 その意味では‘‘だから今12才を考える” と言う

テーマは誠に時を得ており、パネルディスカッション

での内藤ガバナーの御話は同じ世代の考え方として大

変印象的でございました。

また、 3月13日 ･ 14日の両日は第2760地区のライラ

セミナーが愛知県美浜少年自然の家に於いて開催され、

来年度ホストクラブを指名されて居る関係上、大谷実

行委員長始め小山、大口副委員長及び各委員の皆様方

と共に参加し勉強に行って参りました。

ライラセミナーとは若い人達とロータリアンがとも

に竺蒔を過し指導力、奉仕の精神を伝え友愛を深める
目的でありまして、両日を通じて大変参考になる事が

多く有意義な2日間でございました。

その中で特に基調講演の講師として招かれた豊川高

等学校校長の平井真一･先生の‘‘今、子供が危い”と云

うテーマに対し、 日本の若者は大丈夫、今子供より親

の方が危険と云う内容の講演と、分科会に於いて若い

青年男女が真剣な話し合いが行れた事には大変深い感

銘を受けました。

一環して言えるのは、家庭、学校、社会に於いて子

供に対するコミュニケーションの不足及び思いやりの

心の欠如が原因ではないかと言う事を痛感したセミ

ナーであった事を御報告させていただきます。

圏萩原喜代子さん

第1部は“だから今、 12歳を考える”第2部は“会

食と懇親会‘， というスケジュールで進められました。

第2部は、 1M初めての企画のカラオケ大会でした。

エントリー10ロータリー+1という司会者のご説明が

ございまして各ロータリー代表者10名と内藤明人ガバ

ナーによるカラオケが、名司会者の進行により、笑い

と拍手が始めから終りまで続き、なごやかな楽しい1

時間30分でした。

我がクラブからは、小林明副会長さんがエントリー

され、 さすが堂々と「祝い舟」をお歌いになり、我々

千種ロータリー出席者全員が一体となって声援を送り

燃えました。小林副会長さんお疲れさまでした。

圏水谷祥督君

1Mに参加させていただいたのは2回目です。会場に

入場しますとタイタニックの主題歌‘‘マイハートウィ

ルゴーオン”が流れ次いで君が代、 ロータリーソン
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例会変更のお知らせ

名古屋名東RC 4/6㈹お花見例会の為、長久手町
杁ヶ池公園にて

豊山一城北RC 4/6㈹春の家族会の為、 日時・場

所は未定

名古屋南RC 4/7(水)クラブフォーラムの為、八
事八勝館にて

囮次回例会（3月30日）

友愛の日

－2－


