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囹“君が代”

囹“奉仕の理想”

圏今月のお誕生日祝福

佐久間諭(7/4)、田部井洲(7/1 1)、鷲野君(7/11)、

ル色|典昭(7/19)、笹野君(7/3())

圏出席報告

会貝 65名 lll lli'; 52名

川席率 80%

前々Inl 6月171_1 (修正出I＃儲i) 9385%

囹ビジター紹介 2名

園ケスト紹介

来'二'11ｲ･剛奨学生 ジョン洲

成田良治君西川さん、 1.l.!山さん御苦労様でした。

松ﾙI+さん、鈴木さん、本年度の会長、幹邪よろしく。

楽しみにしています。今年は15周年です。会員の皆様

御協力の稚お願いします。

佐久間良治君旧年度親睦会のメンバーさん御ﾁi'f労様

です。新年度の親睦会のメンバーさん頑張って下さい。

誕生1_1祝い。

田部井良和君本日新入会員藤堂君紹介いたします。

今後共よろしくお願いします。誕生|_l祝い。

谷口優君TB会参加ありがとうございました。

和田正敏君会長、幹事のご･健闘を祈ります。ジョ

ン・ポール君が出席します。

池田隆君、釜谷健一君会長、幹事のご他＃1を祈

ります。

石黒正則君、菊池昭元君、小林明君、久保田

皓君、黒野貞夫君、宮尾紘司君、水野民也君、

水野賀績君、永井正義君、中井常雄君、中山

信夫君、西川豊長君、西尾正巳君、大谷和雄君、

佐野寛君、菅原宣彦君、鈴木正男君、竹内眞

三君、舎人経昭君、魚津常義君、山本眞輔君、

吉田節美君、吉田玄君

松ﾙﾄ会長、鈴木幹事本年一年徹ll#:労様です。

三輪康君、大口弘和君松居会長、鈴木il"lf本年

・ｲM11將労様です。夫人誕生日祝い。

尾関武弘君、鷲野義明君誕生日祝い。

二村聰君、小杉啓彰君、田中昭二君ニコボツ

クスを1年勤めます。皆さんの幸多かれと祈ります。

よろしくお願い致します。

稗忌

へ

ニコボックス

松居敬二君西川会長、 '1'II1粋ﾘ;~ ・年間大変ご苦労

様でした。又今日からの・年会典および家族の皆様の

ご協力を心よりお願いします。

鈴木理之君 1年間皆様のご脇ｿJを得て無事努めた

く思います。歴代競年長幹事ですのでお手やわらかに

お願いします。

秋山茂則君15年目に入りました。皆さん頑張りま

しょう。

林哲央君新役員御苦労様です。

伊豫田博明君ウイークリーを楽しみにして下さい。

加藤大豊君SAAを本年受蛎りました。一年間よ

ろしく。

河村政孝君本年溌初の例会。本年もよろしく。

小坂井盛雄君松居さんご苦労様。

中根三郎君前年度の出席委興便として、皆様の出

席に対･する努力に敬意を表します。

|鈴木（理） 幹事報告I

1 .*I 16時30分より東|場飯店にて前会長・幹事の慰

労会に川職予定の方はお間違いのないようお願い致し

ます〔，

2．次l''l例会終了後、 クラブアセンブリーを開催致し

ますので担当の方はお残り下さい。

|ラベルボタンの引き継ぎ’

西川il'l前会長より松旙会長へ、 !|i l11illnii幹事より鈴木

(理）幹ﾘ(にラペルポタンの引き継ぎがされました。
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|西川直前会長挨拶’ ｜ 記念品贈旱 ’

前同の6月24日の例会は、 1996～97年度の岐終例会

でありまして､会長退任のご挨拶を巾し_上げましたが、

本Hは1997～98年度の第l llll例会にあたりまして、松

居新会長はじめメンバーの皆様に、新年度おめでとう

ございます。とご挨拶巾し上げます。

昨年私が引き継ぎを受けましたときは、唯ひたすら

完走できるよう祈ったのですが、会只の皆様の暖かい

ご支援とご指導に支えられ、背山副会艮、 ！'~1山幹事、

理事役員の皆様の絶大のご協力を頂きまして、無堺完

走し、大過なくこの-一年を終ることができまして、心

からお礼申し上げます。

今年は、当クラブにとって、創立15周ｲ｢の記念すべ

き年でもあります。松崎新会長は、皆様もご承知のと

おi) 、 ’!1クラブ創IXの時の初代幹1;でありまして、水

野民也創立会優の|ﾏで、創立の準備から、 クラブの創

,)二、初めての想い出の例会、認証状仏達式(チャーター

ナイト）と、 さまざまのご苦労をされまして、ロータ

リーの何たるか、充分精通しておられます。まさに、

15周年の会長として打ってつけの会長であI)ます。ま

ことにご苦労様ですが、ひとつ伸び伸びとやって頂き

たいと思います。また、鈴木幹事とは息の合った名コ

ンビであります。

いよいよT種ロータリークラブも新時代に入ったと

いう感があります。ますますご健康でご活躍をご期待

申し上げます。

松A1f会腱よりllﾘ川ifl:前会長、 ! | ! I I I II!':前'lifrliに労をね

ぎらい記念ili'!を剛りました。
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|皆出席中根前出席委員長’

お手元に'|1i例の1996～97皆III席・覧表があると思い

ますが、本来なら記念I}Aを会瞳よりお渡しした方がよ

いと思いますが、都合によりお帰りにお持ち頂くよう

お願い致します。

1996～97年度100％出席者 …甦……………塚球普耳目

7年（5名）

松島孝彰・測野

魚津常義

6年（2名）

小坂jl:朧雄・釜

5年（1名）

小杉啓彰

4年(1")

鴬谷髄ﾘ）

3年（4端）

伊豫III"lﾘl ･ i''l

2年（2名）

' l 'llf.ml; ~谷l l

1年（5緒）

ｨi黒正1111 ・久野

:iffil l 玄

ホームクラブ10

1Iflll節美

33年（1名）

災樹・西尾｣[LA ･佐久間良水野民也

15年（7名）
へ

石田緋嗣・加藤大豊・菊池昭ﾉじ・

水野賀續・菅原宣彦~竹内眞二

14年（5名）

秋II1茂則君~宮尾紘司．成ll l良治

和田正敏

13年（8名）

背山敏郎~堀江宏繩．松居敬二．

尾関武弘・入谷和雄~笹野義春．

11年（3名）

小林 Iﾘj ･渡辺肢夫・吉川節美

10年（2名）

黒野貞夫・両川豊長

9年（1名）

浅井誠寿

8年（4名）

小ll l雅弘･ !ti l l l偏夫~鈴木珊之．

輪康

谷健

大I~1弘和

永井T順義

鈴木正男 村･政孝・乏好籾･ III部jl

§催

峯･ ･ l 1 l ! | ! lli{ : ･舎人絲昭

0％

l l l水腫1|illi
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ました。

以上の二つのテーマに「おもいやりの心を11」を同

化させて15周年の事業を計画し、クラブ運営をしてま

いりたいと思います。会員及び家族の皆さんのご協力

を心からお願い致します。

｜ 新入会員紹介 ’

.:， ′ を
固争． 0，，

＊F;‘ ，

~灘
|今年度活動報告’

囮河村出席委員長

出席委員長の河村、副委員長・浅井、委貝･ ll下部

の3人で1ケ月づつで、 7月河村、 8月浅井、 9月日

下部の順で行います。

1 . 出席状況の報告例会ごとに行う

2．出席表の作成

3. 1M等、各合同例会等、出席義務者等の出席の周知

4．事前に例会日に出席できない場合、事務局へ連絡をする

（急用の場合は除く）料理等の無駄がなくなる為

5．出席率のよい会員に対する記念品の交付

6．出席率の特に低い会員への注意喚起文書で発送する。

7．各委員の友人、知人等を例会に誘い、 ｜司席する

（ロータリークラブを知って頂き会員増強になるよう）

8． ビジター会員の方が多くなる様に努力する

①知り合いの会員の方は食事等同席する。

②知名人等、有意義な講師の卓話をする

~~

氏 名

生年月日

事業所

藤厳至正

昭和28年1月1LI

（株）フジ電気

名東区野間町14

TEL 704-7735 FAX 704-6955

代表取締役

名東区1I1ノ手3-1802

田部井良和

電気工事

親睦活動

地 位

自 宅

推薦者

職業分類

委員会

一

｜松居会長挨拶

創立15周年という大きな節目に会長の大役をおおせ

つかりまして心が引き締まる思いであります。

歴代会長の素晴らしい指導力と会員の皆様のご努力

により、楽しいクラブとして成長していると思います。

前年度の西川会長、中山幹事､大変ご苦労様でした。

お三人の様にキメ細かい運営は私には出来ませんが、

本年は“おもいやりの心を”をテーマに“奉仕と親睦”

を会員と家族の皆さんと共に行動し、真のロータリア

ンの楽しみを家族と共に見つける1年にしたいと思い

ます。

本年度のRI会長グレン・キンロス氏のテーマは

"SHOWROTARYCARES(ロータリーの心を気配

りやおもいのある心で示せ〃)”であります。その中

心的課題は世界から「飢餓と貧困」をなくすこと……。

その為には「識字力と計算能力」の教育が不可欠であ

ると強調されております。このテーマに大賛同し、か

つ又、 5年前のRI会長クリフオード・ダクターマン

氏の「まことの幸福は人助けから」即ち真のロータリ

アンは他人に奉仕し、人助けをすることによって得ら

れる満足感と尽きせぬ果報を発見した人達だと言われ

囮池田会場設営委員長

創立15周年を迎えるにあたり当委員会としては、

"もっと気軽に”“もっと気楽な”ふれあいをテーマに

考えております。

近頃私が考えますには、日本人は人の評価をスガタ、

カタチ、カタガキ、から発想するように思います◎心

をどこかに忘れてきてしまった様な気がします。そこ

で今年度はより人間っぽくて、お風呂でたとえますと

｢良いかげん」が一番よいのであまり一生懸命力まず

に笑いのあるユーモアあふれる“心のあれあい”を大

切に楽しんでいただきたいと思います。とは言っても

常識のルールの上での“良いかげん”ですから、その

辺は一つお含みをいただきたい。

例会中は発表者に対し敬意を払う。 （いねむりをし

ない）いねむりをさせる様なスピーカーは呼ばないよ

う工夫したいものです。

ゲスト、ビジターには積極的に交流を深めるように

したい。又常にSAA及び他の委員会との連携強化に

努めたく思います。

へ

〆 、 ／ 、

MSHIM
<HEMI(ALCO,[TD

吉田イヒ学木朱式会才江

ビル管理⑨パイオニア
建築物管理清掃空調設備

畷

| …．
受水槽清掃

㈲コバヤシ

ーーー‐ ‐__‐ ‐ ‐ ‐ノ

名古屋市千種区春岡二丁目27番16号

名古屋<052>761-6211番(代表）
ツクス〈052>763-6213番

壷464

電話
ファ

ノ、
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圏小杉ニコボックス委員長

今年度、当クラブ松居会長は「思いやりの心をもっ

て」というテーマを掲げられました。我々ニコポック

ス委員会といたしましては､このテーマを実行する為、

又今年度は創立15周年でもあり、皆様により一層のご

協力をしていただきたく、通常の例会時のニコボック

スはもちろん、今年度は特に、社会奉仕委員会、国際

奉仕委員会と連携して、 「奉仕ニコボックス貯金箱」

をご用意させていただきました。

本日例会終了後に､皆様に1個づつお渡しいたしま

すので､ご家庭でも何か良い事があった時､又は世界中

の飢餓､貧困について各家庭でお話いただき､ご家族の

皆様にもご協力いただきますようお願いいたします。

半年に一度、例会にご持参下さい。

又、今年度は、ニコボックス委員会報告時に、毎回

一名の方に、ニコポックス1分間スピーチをお願いし

ます。

囮谷口環境保全委員長

皆様方にお願いをさせて頂きます。

1 ．例会場所における禁煙の実施について

6月21日に中日新聞や朝日新聞等において、アメリ

カで反喫煙団体がたばこメーカーを相手取り、健康被

害などに関する損害賠償を求めていた訴訟で、原告側

に対して米たばこ各社が今後25年間に総額42兆円を支

払う和解が成立したという新聞報道がありました。そ

の和解の内容として､この膨大な金銭の支払いのほか、

米食品医薬品医薬品局は､将来､たばこニコチン使用を

禁止できる。たばこ自動販売機の設置禁止｡職場や公

共の場での喫煙禁止等が盛り込まれていたそうです。

アメリカではここまで、たばこの害について問題視

されているのです。いずれ日本でも同様な傾向が生じ

ると思われます。

現在日本においても、公共の場所においては喫煙が

禁止されている所がほとんどであります｡われわれも、

自分たちの例会場所における禁止を行うべきではない

かと思います（既に禁止を行われた時季があると聞い

ていますが)。そこで・斉に禁煙にすることも考えま

したが、随時行うこととし、最初は例会場所のテーブ

ルの中で一分を喫煙席として指定し、その場所だけに

おいて喫煙して戴くことと致しました（入り口近くに

設けたいと考えております)。

禁煙は本日の第一回例会から実施しますので宜しく

お願い致しますc

2． ノーカーデーの設定について

会員の方には誠に耳に痛いことで恐縮ですが、ノー

カーデーを設けたいと存じます。

第2例会日をノーカーデーとしますのでご協力<だ

さいますようお願い致します。第2例会には駐車場券

を配布しませんので宜しくご協力をお願い致します。

間近の3か月の第二例会は、 7月8日・ 8月12日．

9月9日です。

～～～～～ガバナースレターより～～～～～
(） （）
(） （）
(）地区幹事より一言 （）
(）

地区幹事片山主水；(）

'' 1州地区辮を卿…，童した｡*ろ上I(） 〈お願い申し上げます。

リ 公式訪問が8月19日の名古屋東南~名古屋名南；
(） クラブを皮切りに始まります。 （）
(）
《） 最初が名古屋東南なのはｶﾊﾅｰホストクラブIl
Ilだからですが､ホームクラブで公式訪問の貴重な!’（）
(）練習をしておこうと意味です！ （）

{’ 第2番目の8月21日の公式訪問は直前ｶﾊﾅｰII
IIﾎｽﾄｸﾗﾌの半田~半田南ｸﾗﾌです｡その翌；
<） 日22日は地区大会ホストの田原・田原パシフィッ （）

|I ク・渥美クラブです｡本年度の為の地区協議会を()（）
(）盛大にホストした名古屋名東・名古屋千種クラブ(）
(） （）
(）は8月26日です。 〈）

|｝ 最後の11月27日の名古屋西~名古屋名駅クラブ<)()は､内藤明人ｶﾊﾅｰノミニーのホストクラブで､ II
lI敬意を込めて締めくくりとしたものです。 （）（）
|｜ 公式訪問の訪問順序を決めるについては､本年l
() も例年どおり事務局の方から各ｸﾗﾌへ希望をアIl
II ンｹｰﾄしましたが､回答をいただいた直後にあ；
(）のびっくり文書・ニューリーダーシッププラン実（）
(） （）
(）行の要請文書のご到来でした。 （）

(｝ 折角の回答をいただきながらご破算とせざるを(！
(,得ませんでしたが､その代わり従来の拘束からはIl
Ilずれて白紙で挑むことができました。

1
（）

リ 基準は前記の他に､まずﾊｽﾄｶﾊﾅｰの就任('
《,順に出身ｸﾗﾌを先に､次に創立の古いｸﾗﾌ順＄
(|にという縦糸に､月曜日から土曜日までクラブの1（）
(）例会日が平均的でなく特定の曜日に偏っていると （）

;いう事実と､公式訪問に先立つ1週間ないし'か！
(）月前の分区代理訪問は各クラブごとにある訳です(）

;から､ある分区に公式訪問が集中すると分区代理lI
Il訪問の日程が事実上不可能になるという点の配慮II
lIを横糸に、日程が決まりました。 《）
(） すべて合同例会ですが､唯一の例外は名古屋クII
Il ラブと蒲郡クラブです｡例外には理由があります(’（）
(〉がまたの機会に。 （）

｛ 訪問には分区代理とともに地区幹事か副幹事が＄
(）

(|同伴します。よろしくご歓待の程を。 （’（）
～～～～～～～－－～～－－～～～～－－～～～～～～～

囮次回例会（7月15日）

友愛の日 （立食）

へ

へ
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