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言古屋手種ロータリークラブ
雷認 1躯垂S眉幽圓
例芸團 典曜圓 1~2：30
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会長松届敬二
幹事鈴亦理痙
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あなたの住むところ foryourconlITIunity
私たちの世界 forourworld

そこに住むすハくての人々に for itspeople
1997～98年艇RI会艇グレンW~キンロス

ロータリーの心を
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|松居会長挨拶’誰…………琴 きようの例会。霊…………熱
塘

；第722回平成9年7月29日(火） 3
E声塑一“〆塑r,幸4j－型歸郵,志澤ボッ智髭琴侭琴壼f昌少侭詳)症容j侭勢病勢序ｼ群jﾎﾗ騨ゼ 椿さん、ベトナム難民の人々のことを党えておいで

でしょうか？ベトナム戦争終了後、折体制の社会覆

義を嫌ってアメリカ、カナダへ脱出した人々の数は百

〃人を超えました。もちろん、 ’二l木にも激万人が他国

へのルー|､を求め_1I畠式渡航やボー|、 ．ピープルとして

入国しました。

そんなベトナム雌腿の姉妹．､人が、 1l"ll57fll7月、

・宮市浅野小学校の聴識生を「卒業｣、縫製会社へ就

職し、 ｜ｻ親達4人で自活を始めました《》 ．人は27才と

24才で一宮市に住む母親と姉さんを噸ってjl式波航し

たのですが、日本で暮らすにはH本譜の学習が必要と

感じ市教育委員会へ相談したところ、学令を過ぎた外

同人という異例にもかかわらず英|祈によって入学が認

められ、無事口常会話を取得、卒業となりました。

11'|玉|の残留孤児の例でもわかるように、 I]木語の会

話が出来るかどうかが、生活に馴じめるか否かの大き

な分かれ目になっています。それだけにIli教育委員会

の決断は評価されるものでしょうし、先生や地域の

人々、何よりも共に学んだ子供達の脇ﾉJは本当に心な

ごむものがありました。私たちも、米1.11奨学生や交換

淵学生のお世話をさせていただいておりますが、この

べ|､ナム難民姉妹の教訓にもあるようにクラブ・体と

なった「思いやり」が欠かせないことは女うまでもあ

りません。

故|進lを速く離れた外国人学生に、述ﾎll感のない生活

を送っていただくためには､ことさらな気づかいより、

真心からの「思いやり」がより一照心に残る思い出と

なることでしょう。

世界中のロータリアンも私達と同じ心で1_1木からの

冊学生を迎えてくれていると思います。 「思いやり」

｢真心の奉仕」は必ず世界を紬ぶ「心のi肺」となるで

しょう。

｜今年度活動報告｜

囹渡辺IAC委員長

名煙付属インターアクl､クラブは､､|え成7年6月末、

クラブフオ･一ラム

|』I際奉||: ・社会奉仕・広報各委員長經邑

が…………辞先週の記録侭…………認
；第721回平成9年7月22日(火） 晴；
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圏“奉仕の理想”

圏出席報告

会戯 65名 出勝 イ18名

llli,'iF率 7385%

前々lul 7月8日(修正出席率) 98.46%

園ビジター紹介 2名

'二コボックス

小牧RC村井孝夫氏今日はお世話になります。

浅井誠寿君風と蓮と蓮が一枚上手かも

松居敬二君菅原さん、大変ありがとうございました。

成田良治君2/1日のゴルフ会、2人欠A'ifがでました。

皆さんの実なるIIIWi『をお願いします。

鈴木理之君普くなりました。体に気をつけましょ

う．

足立一成君、二村聰君、林哲央君、釜谷健一

君、加藤大豐君、河村政孝君、菊池昭元君、小

林明君、小杉啓彰君、小山雅弘君、久保田皓

君、日下部康生君、宮尾紘司君、水野宏君、水

野民也君、水野賀續君、永井正義君、中根三

郎君、西川豊長君、大谷和雄君、鴬谷龍男君、

佐久間良治君、佐野寛君、笹野義春君、鈴木正

男君、竹内眞三君、田中昭二君、谷口優君、舎

人経昭君、和田正敏君、渡辺辰夫君、吉田節

美君、吉田玄君榔雨が明けました。

へ

|鈴木(理)幹事報告’

1.RAC合li7ll"11会8月5EI(火)午後611*30分より|州雌

致しますが、 lli欠席のご返事がまだの方は兼急zIi務局

までお噸い致します。

－1－

本年度会長テーマ 思いやり‘‘の心を卿 本紙は融錨を使用し ~し種おIりますお〃まずも~



昭ｲ11 ･*･千穂の3ロータリークラブの提ﾛﾊで設立さ

れた、第2760地区で一番苦いクラブです。つきまして

は、ロータリークラブの会員の皆様方の暖かいご支援

が若い人達には必要です。

会員皆様方一・人・人が、インターアクト活動にI1I!解と

必要に応じたご助言の御協力をお願い申しIげます。

事業計画としては、

A. インターアク|､クラブ(以ドIACと略)の噸問の

先生に年間の奉仕活動について報告を受ける。

B.年に-Inlは、ロータリアンとIACの合同プロジェ

クl､を実施する。

C. IACのプロジェクトを指導、支援することによ

ってIACが横極的な奉仕プログラムが遂行できる

ようﾉJを貸す。

D. IACの業絞を表彰する方法を配慮しロータリー

クラブの会合で特別賞を贈呈し表彰式を行う等

囹中根RAC委員長

ローターアクト委員会は「ロータリーの心を新llt代

とともに」のスローガンのもと、次の活動を行います

ので、御協ﾉ]をお願いします。

l . 名城ローターアクトクラブの例会、行事への参加

例会は第1 、第3火IIMH、 19:00～20:30名占屋ガー

デンパレスで、メーキャップにもなります。

2‘ 名城ローターアクトクラブと、千種ロータリーク

ラブとの合|司例会

8月5nl830から、愛知厚生年金会館で開催さ

れますので、全員御出席をお願いします。

3． 苔き損じハガキの回収

世界寺子膳運動の‐環として、書き損じハガキをInl

収します。例会時に受付までお持ちいただければ幸

せです。

4． ローターアクト会員の墹員（推せん）

会員の子弟の巾から、新たに3人を推せんすること

になりましたので、該当されます方は、よろしくお

願いします

囹舎人雑誌委員長

雑誌委員会は毎月発行される「ロータリーの友」を

中心にロータリーの機関雑誌、 ロータリアン誌並びに

地域雑誌に対する読者の関心をロータリアンやその家

族を｜''心に喚起することであります。毎年.1 11には雑

誌l1間がありますが、 R々雑誌を購読していただく習

俄を付けていただきたいと思います。米Iヨとカナダで

はロータリアン誌の購読が会員に義務づけられている

と聞いています。会員の皆様には今まで以'二に「ロータ

リーの友」を購読していただき家族や地域の方々にも

情報や知識を提供していただき雑誌の役割にスポット

ライ｜､を当てていただきたいとl願うものです。その為

には会員の皆様に「ロータリーの友」を是非読んでい

ただき、その感想や出稲参加を心より希蝦するもので

あります。

()～～～～～ロータリーワールドより－－－－～(）

|｜ 日本のロータリアンが恒久基金に （’米貨100万ドルを寄贈 ()(） （）

II . Il't界平ｲMをFI指して努力する人は､先ず恵ま()
(}れない人たちへの援助に関心を寄せるべきであII
Ilる」との所信を実証するものとして､東京の高I I I (I
(, ’剛氏とめぐみ夫人がロータリー11ｲ,1，の'Im久ﾉ,§金||
Ilに米貨10()万ドルを寄付されました。このご寄付()（）
(）は、それからの収続が人道的プロジェクトに対.し（）

|'てのみ使われます。 （’（）

{|高繍P而懲ぷ鰯纈霧麓|｜
$の心をI;|~り知れないほど擬かにしてくれました｡ ()
(,そして､ ﾛｰﾀﾘｰ財IJ1を通じてならば､私のどり
||のような寄付でも必ず賎も効果的に使われること(｝（）
(）を知っています」と述べています。 （）

$剛'氏は､電子製I品と材料､化学製品~その他()
()ハイテク商品の製造と輸出/輸入を手がける株式II
II会社伯東の取締役社長です。 （）（）
(） 氏のご寄付が実現したのは、親友であるフィリ （）

{|ピンのMA.'l､カパラス元RI会腿によるところが||
(）大きいとされています。 2人の交友は、高lll氏が()

() ｶﾊﾗｽ氏の補佐役と通訳を務められた東京での$
(）

(） ロータリー地区大会に始まります。 （）

(， その後､高山氏はフィリピンを訪れ､ '両'地の本|｝
(）

||仕プロジェクトに深く関連するようになりまし(’
(’た｡氏は職業研修奨学金､ ﾛｰﾀﾘｰ村落共'！'隊；
II (RVC)井戸建設プロジェクト､孤児院､ホスピス、 {|
(） カパラス氏の親族で、眼科医のエドが経営する眼（）

|}科診療所に資金を提供されました。またフィリピ(）〈）
(） ンにアイ ．バンクを設立するにあたってはローダ （）

(, リー財l､!l l㎡'額補助金プロジェクトに対して米貨' ll
(）

(）万ドルを寄付されました。 （）

(） 「恐らくI'1身の寄付の成果がもたらした再びが~ ||
(）

||識I鰡蕊I萎れたのでしょう｣とｶﾊ|｜
()ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘーヘヘヘーーヘヘヘヘヘヘへ一今へ（）

囮次回例会（8月5日）

ローターアク|､合|司例会

（鳳凰の間にて18II*30分より）
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SHIビル管理⑨パイオニア
空調設備

給排水設備
消火設備
浄化槽設備
受水槽清掃

建築物管理清掃T
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