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琶固屋手種ロータリークラブ
風認 1982"gg24圖

例夢冒 火曜目 12 : 30
例筐蝪雪痴厚霊年金薑館
雲霧局雁L763-5110FAX763戸5121
会屋 吉田節美
幹事 石黒唾|則

毒報･雑誌委員辰夫口弘和

題字黒野清宇

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAMNo.44

1998～99年庇RI会長ジュームスしレインー

誠寿君、池田隆君、伊藤健文君、伊豫田博明君

加藤大豐君、菊池昭元君、小杉啓彰君、小山

雅弘君、久保田皓君、黒野貞夫君、黒須アイ子さ

ん、松居敬二君、三好親君、水野民也君、水野

賀續君、水谷祥督君、中山信夫君、西野英樹君

大口弘和君、尾関武弘君、鴬谷龍男君、佐久間

良治君、佐野寛君、鈴木正男君、鈴木理之君

田部井良和君、山田壽勝君、山本眞輔君

会長、幹事ご苦労様でした。

萩原喜代子さん、河村政孝君､三輪康君、宮尾紘

司君ニコボックスー年間御協力有難うございました。

f………響‘影響きようの例会録……塔,侭…笥
噌

:第811回平成11年7月6日（火） 乳
晤侭淫病淫,‘長’琴侭響示,響侭f聖,宗‘響》声淫,‘長’轡‘侭，鰹婦響《影響‘債ｼ轡ポヅ轡‘侭埠』‘長ｼ轡‘長ｼ鐸"

新． |日会長挨拶

前年度皆出席者表彰

へ

矛……響…侭響先週の記録録……鰹儘…笥
#第810回平成11年6月29日(火） 雨 ＄
； 友愛の日 ＄
唯侭碧ポッ轡詫鰹,侭琴侭智壼些示窪,侭鰹』侭響病響j嶽響伝ｼf塾》《舞淫j侭琴侭淫,屏鰹》侭箏聰

團“それでこそロータリー”

囹黙想

黙想クイズ

（問題)国連のWHO(世界保険機関)窓章に､健康の定

義として｢肉体的(physical)、精神的(Inental)

及び社会的福祉の状態」とありますが、現在それ

に、もうひとつ加えるべきであるという議論がさ

れています。何でしょう。

（答え)spiritualです。 「魂」と訳すか「心」と訳す

かは意見の分かれるところです。

密出席報告

会貝 68(66)名 出席 50名

I11:附率 75.76%

前々回 6月8日 （修正出席率)98.48％

囹ゲスト紹介

日本室内楽アカデミー 酒井康雄氏

千種区社会福祉協議会事務局長村瀬泰彦氏

(6月22日分）

水野民也君昨日は東RCの40周年に行ってきま

した。

佐久間良治君京都妙親寺、松林院の沙羅双樹を見て

来ました。

佐野寛君24日から30日まで丸善画廊で銀葉会展を

開催します。

石黒正則君、小林明君、小山雅弘君、松居敬

二君、笹野義春君、山田壽勝君、吉田節美君

RI国際大会でシンガポールへ行って来ました。

足立一成君、萩原喜代子さん、林哲央君、池田

隆君、伊藤健文君、伊豫田博明君、加藤重雄君

河村政孝君、木原喜造君、菊池昭元君、小坂井

盛雄君、久野峯一君、黒須アイ子さん、丸山昌宏

君、宮尾紘司君、三好親君、水野宏君、水野

賀績君、水谷祥督君、中井常雄君、成田良治君

西野英樹君、鴬谷龍男君、鈴木理之君、谷口

優君、舎人経昭君、魚津常義君、和田正敏君

梅雨本番､来なけりやいけないし、でもうっとうしい。

浅井誠寿君誕生日祝い。

へ

’二コボックス｜

吉田節美君、石黒正則君一年間、皆様方の御協

力ほんとうに有難うございました。

小林明君本年度副会長として何にもしませんでし

たが、本当に有難うございました。

松島孝彰君早退します。

和田正敏君会長、幹事ご苦労様でした。ゴルフ会

wifeがお世話になりました。

鷲野義明君私のアユの解禁は次週です。

秋山茂則君、吉山敏郎君、在田忠之君、浅井

｜石黒幹事報告’

1 ．本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員は2階橘の間にお集まり~ドさい。

2． ロータリーの友7月号とガバナー月信が来ており

ますのでお帰りにお持ち下さい〈，
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泰年度会長テーマ 21世稲の懸嚇橋になろう 本紙は稗生紙を使1111しております。



も会など14了少年の健全育成をlxIるための事業なども砿

樋的に腱1%lして参りたいと存じます。

いずれにいたしましても、これらの事業を進めるた

めには、従来に塒して資金が必要となるわけでありま

して、それらの財源となるのが、民生委員や区政協力

委員の皆様にご協ﾉJ頂いて実施しています赤い羽根共

IIil弊金や蟹助会員の募集などによる募金と寄付金が中

心となるのであります。

名IIi屋千砿ロータリークラブの皆様にも募金等に大

変ご協ﾉJ頂きまして厚く御礼申し上げる次第でござい

ます。

il&後となりましたが、祷様方のご繁栄と、ご健勝を

祈念いたしまして、私のごあいさつとさせていただき

ます。本l |は、お招きいただきましてありがとうござ

いました。

尾関クラブ奉仕委員長より報告

先週ペティボックスを割りましたところ、 14.838円

ございまして、これを|里l際奉仕の募金52.000円と合わ

せてバルカン､|も烏の人道的救援による協力として寄付

致しました。

一年|ﾊl受|､|･に竹筒を獄き侍様からご協力を1頁きまし

て有難うございました。

千種区在宅サービスセンターのオーブンにあたり

千種区社会福祉協議会

事務局長村瀬泰彦氏

|吉田(節)会長挨拶’
一一

歳).}は人を待たずと言いますが、私にとりましてこ

の年|Alは大変長い様でもあり、又アシと言う間に過

ぎた傾維な想いの・年でもございました。

Followyoul･ RotaryDreamロータリーの夢を

追いつづけようのレイシーRI会長のテーマのもとに、

ユーイズムを拡めようの内藤ガバナーの心を汲んで、

WTllt代のff成、環境保全、会員増強を本年度重点目標

としてスター|､致しました。そして本年度最後となり

ました今、この一ｲ|えを振り返ってみますと、 9月11[1

の職業ｲ*l-l:の皆様の′間，折りに依ります中京テレビ見学

会を皮切りに、 10月4Hには社会奉仕、青少年活動、

I I;l際奉l l:の典IIfl主催に依る「I ! |'親善バスケッI､ボー

ル、御|蝋|座観劇会、七'二if作り、オユンナ児童雄金、 イ|；

末家族懇親会、城lll八III冊宮に於ける節分会、商l l l祭合

'瀧村を訪れた様の家族会、交換学生のアナパウラ嬢、

ライラセミナーへの参加等々、私にとりましても色々

な想い1111を残して過ぎた・年でございました。 Ij『し乍

らこれ等は全て各委員長はじめ委員の皆様方の友情と

大変な協ﾉJに依りやって来られた事業許りでございま

して、改めてここに関係の皆様に対して厚く御礼申し

上げます。

唯々残念であります事は会長重点目標にかかげ乍ら

会員増強が不本意な結果に終わったという事でござい

ます。これも増強委員はじめ皆様の必死の努力をいた

だきましたにも拘らず、諸般の情勢があまりにも厳し

く意にまかせられなかった為と返すがえすも残念でご

ざいますが之は、ひとえに会長佃人の力の無さを如実

に現した紬果と深く反省して居る次第であります。浅

学非･才の私でございましたが、小林副会長、荷黒幹邪、

j;1I! 'I1役員、会員の皆様の淵かい友情と御理解のもとに

侍様からいただきました絶大なる御協力のお陰をもち

まして、 i'l'ﾘiくここに妓後の例会を迎える事が出来

ました。

・年|間lの御協力ほんとうに有難うございました。

守凪

この度、千繩区社会禍祉協議会の事務局長に就任い

たしました、村瀬でございます。名占屋千種ロータリー

クラブの梼様には、 ｜ |噸は何かと私どもの事業にご協

ﾉJ賜り、ハIく御礼FI'し|:げます。

T･"lX社会冊ﾄ11: |"!瀧会は、 4 11から'四崎I111-に「在宅

サービスセンター」として、班務所を移し、木絡的な

襯祉涌勤を始めたところであります。

具体的な'l『業のご説Iﾘlをいたしますと、従来から実

施していました、 ・人蝶らし高齢満のための、ふれあ

い給食会などや、障宵昔など各種福祉団体への事業助

成などの地域淵祉活動および、介護を必要とする方々

にホームヘルハーの派遮をするという事業のほか、新

しくボランティア活動を支援するため、ボランティア

ルームを設け利川していただいているところであり

ます。

さらに、中度の要介I護状態の方を自動車でご家庭ま

で送迎し、お風呂や昼食のお世話をするデイサービス

事業も5I|から始めました。

現在-LIにl()人lii後のご利川をいただいています

が、蚊終的には15人の方にご利川をいただく計画で進

めています。

また、 101 1からは介縦保険に関連した介誰サービス

計II!'iの作成や、嬰介I灘I認定の調査など居宅介誰支援諏

業も始める}う定であります。

この様にIMi6化社会を迎えるにあたり、 これからの

福祉ﾘﾄ業は、長年にわたり我がI Iilの繁栄を築いて頂い

たご高齢の皆様に対する隅祉がII!心となると思われま

すが、 ~r繩区社会禰祉協議会では、高齢者福祉のほか、

従来どおり、隙奔脅の方々のための支援事業や、子ど

へ
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けて参りましたが、皆様の例会へのご協力と会場設営

の皆様のおかげで私の任務も無事終わる事が出来

ます。

今期当クラブ会長テーマ"21世紀の懸け橋になろう”

も、次年度にスムーズに橋がかかってスタート出来る

ことと確信をしています。

次年度もクラブが益々素晴らしいものでありますよ

う祈念しご挨拶と致します。

":Ro'mry1n輯､a”'割！

｢ロータリーの夢を追い親けよう」会長賞

名古屋千種ロータリー~クラブ殿

四大筆仕部開縫講ける優れたクラブ霧加に対して深く感酎いたしま3

繍､ 堂箪
瓦、盲伊2－絶Ⅵ F樋罰

rﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌよりお知らせ－、
・ 7月第1例会

日時 7月6日（火） 点鐘19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ 「新年度活動目標」
担当 役員

去る6月22日、地区役員、会長幹事会があり、その

席上、内藤ガバナーよりレイシーRI会長賞をいただ

いて参りました。

懇親
冬
云

ｰ会＝会一会一一 呈呑皇呑呈呑彰呑
・ 7月第2例会

日時 7月13日 （火） 点鐘19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ みんなで学ぼう! ｢RACってナニ？」
担当 クラブ奉仕委員会

、 ‐ノ

へ
－ー

囹乾杯 水野民也初代会長

吉田会長一年間ご苦労さまでした。今年のテーマの

ように来年度も“夢を追い続けたい”と思っておりま

す。クラブの繁栄を祈念いたします。

第136回ゴルフ会成績

南愛知CC美浜コース

NAME Out IN G

和田順子 53 56 109

鷺谷龍男 49 51 100

中井常雄 46 42 88

林 哲央 42 51 93

（参加

ギター演奏

日本室内楽アカデミー

酒井康雄氏

6／24㈱

HcpNET

36 73

20 80

8 80

6 87

者9名）

RANK

優勝

2位

3位

B B

例会変更のお知らせ

名古屋和合RC 7/14(水)納涼例会の為18:00~

名古屋栄RC 7/19(月)親睦例会の為、

松楓閣にて

名古屋名北RC 7/21(水)900回記念夜間例会及

UflDMの為 17:30~

名古屋東山RC 7/22㈱夜間例会の為18:00~

名古屋大須RC 7/22体)親睦夜間例会（新入会

員歓迎会)の為ホテルプラセオ

名古屋にて 18:00~

名古屋北RC 7/23("IDMの為 トライアン
グルブルーにて 17 :30~

へ

「名古屋大学の化学を専攻後、学業を全うせず本当

に化けてギタリストになりました｡」とのご本人のユ

ニークな自己紹介とその曲の説明を交え4曲ご披露頂

きました。

，．禁じられた遊び ・アランボラ宮殿の想い出

》・パングアンスカイ ・ラ・ビアン・ローズ

会員水野宏君のご紹介により今年度最後の例会は

誰もが一度は耳にしたことのあるメロディを食後のリ

ラックスムードの中、演奏して頂き、ロマンティック

な小コンサートでしめくくられました。

囮6月度理事役員会議題（6／29）

1 ．青少年交換学生候補者(2000～01年度)の件

2. 1998～99年度(仮)決算報告の件

3． ライラ実行委員会、会費の件

4．退会届けの件

5．休会届けの件|菊池SAA挨拶’
今年度は会長・幹事の素晴らしい運営により毎回い

い例会が出来ましたごとに同じ執行部の一員として感

謝申し上げます。

SAAとして楽しくスムーズに例会が進むよう心掛

囹次回例会（7月13日）

講演“願りみて”

会員水野民也君

－3－



ガバナー月信より

□一タリー活動は尊い人間性発露の場

1998～'99年度国際ロータリー第2760地区

カバナー内藤明人

ロータリー年度最後の月を迎えました。

この-一年私にとりましては、 70余年の人生の中で一番充実した年でした。これもロータリー活

動の素晴らしさを心身共に体験した結果だと思っています。

このように順調に過させて戴いたのも、地区幹事、同副幹事の方、各分区代理、各委員長、出

身RC、事務局員等々の皆様方、並びに当地区ロータリアン会員のご支援のお|陰と心から感謝、

御礼申し上げる次第です。

ご案内の様にRIレイシー会長のテーマ「ロータリーの夢を追い続けよう」に呼応して今年度は

①ユーイズムに立とう

②新世代に光りを当てよう

③奉仕の実感を享受しよう

を課題として取り上げました。

このテーマを中心として各RC活動において、また各IMにおいても、勿論地区大会において

も、夫々で大いに取り上げて頂き、各地域社会と一体となって活動され大きな成果を修められた

皆様のご活躍に対し、心から感謝申し上げる次第です。

先5月6日～8日の3日間に亘り、京都においてRI会長主催のアジア大会が約1,000人出席の

下に行われました。

これはRI世界大会を地区大会に例えれば、アジア大会は1Mに匹敵出来るもので、北米、南米、

欧州、アフリカ、アジアと五つの地区で行われていると聞いています。国際ロータリーの会長以

下幹部全員が出席し、京都ロータリークラブは場所を提供するだけで、 Rlのスタッフが本部か

ら来て運営するという形式でした。その内容としては、レイシー会長の基調識淡に始まり、各国

の代表が質問を投げかけ真意を理解する等、ロータリアンの本当の姿を見ることが出来ました。

更に「アジアにおけるロータリー活動の現況」や「アジアにおける子供たちへの支援について｣、

更に「ロータリーの夢を実現するため｣、また「ロータリー財団の目覚ましい実績について」

等々、三日間に亘り、夫々の報告及びそれに対する討議等、大変中|床の濃いアジア会議でありま

した。

今回のアジア会議でも、RI世界大会においても、当地区大会においても、各1Mにおいても、

各ローカルの例会においても、各委員会活動においても、本当に整然と組織的にその成果を充分

上げながら運営されていることに心から賛辞を表するものです。

ロータリー活動というものは、個人の利害に関係なく 「親睦と奉仕」を中心として、会員相互

が無心で活動するという、尊い人間性の発露として行われていることに感動を覚えるものです。

愈々新年度が野村新ガバナーのもと始まろうとしています。先日も盛大に地区協議会が催され

ました。新RI会長の方針のもと、野村新ガバナーのテーマに基づき、その占い皮袋に新しい酒

が注がれ、 ロータリー活動も新年度に向かい、更に前進されるものと期待しております。

へ

へ
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