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あなたの住むところ

私たちの世界
そこに住むすべての人々に

1997～98年度
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名古屋第二分区代理紹介

二コボックス

2760地区ローターアクト(小)委員佐藤正俊氏

永井さん、吉田さん、西野さん、転勤しましたとご挨

拶いただきました津牧さん、その節は、大変お世話に

なりました。

名古屋東RC水野茂生君、名古屋守山RC服部

義博君・森藤左工門君、名古屋名東RC梶間誠

君・西内武夫君、名古屋昭和RC柴田義介君

名城ローターアク|､クラブお世話になります。

松居敬二君、鈴木理之君RACの皆さんをお迎え

して。

佐久間良治君7月ゴルフ会で優勝しました。

水谷祥督君心

足立一成君、秋山茂則君、在田忠之君、二村

聰君､林哲央君､伊豫田博明君､神崎住惠さん、菊

池昭元君､小林明君、小杉啓彰君､小山雅弘

君､小坂井盛雄君､久野峯一君､黒野貞夫君､宮尾

紘司君､三好親君､水野民也君､水野賀續君､永

井正義君、中根三郎君、成田良治君、西川豊

長君、西尾正巳君､大口弘和君、尾関武弘君､鴬

谷龍男君､佐野寛君、鈴木正男君、田部井良和

君、竹内眞三君、谷口優君、舎人経昭君、渡辺

辰夫君､吉田節美君RACの皆さんよろしく。

釜谷健一君RACの皆さんをお迎えして。夫人誕生

日祝い。
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蕊鯵霞
溌訓

生年月日 大正13年8月25日

所属クラブ 名古屋守山ロータリークラブ

職業分類 シニア・アクティブ(薬品販売）

勤務先住所 〒460名古屋市中区栄3-2-26

新々薬工株式会社代表取締役

ロータリー雁 1971年 名古屋守l.l.IRC入会

1981～82年幹事

1994～95年会長

題クラブフォーラム 黒野会員選考委員長

石田会員増強委員長
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認ビジター・ゲスト紹介

RI第2760地区ローターアク|､(小)委員会佐藤委員他

名古屋第二分区他クラブ青少年活動委員会･RAC委

員会22名、名古屋名城ローターアク|､クラブ会員18名

囹“君が代”

“我等の生業”

“ローターアクトの歌”

囹出席報告

会貝 67名 出府 47名

出席率 70.15％

前々回 7月22日(修正出ji!荷率) 96.92%

囹ビジター数(昼間） 72名

1. 今年度クラブ計画沓とロータリーの友8月号をお

帰りにお持ち下さい。

2． 次回例会は8月191二|で分区代理訪問です。全会員

のご出席をお願い致します。

尚、例会終了後、 クラブアセンブリーを開催致しま

すので理事役員・各委員長は、 クラブ計画善をお持

ち頂きご出職をお願い致します。その後、理事役員

会を|淵催致しますので理事役員はそのままお残り下

さい。

3~ 今日より前事務局の岩田さんに週3回来て頂くこ

とになりましたのでお知らせ致します。
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|RI第2760地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ(小)委員会佐藤員挨拶’ 長21名、計41名のゲス|､をお迎えして合'百l立食夜間例

会を開催出来ます事は大変有意義な事であります。

青少年育成問題は私達ロータリアンの重要な任務で

あり責務であると思います。

名城RACも3年目を迎えられます。本年の名城RAC

会長天野さんは活動テーマを“3年[lの本気"かっこよ

くなろうぜ．…･･であります当クラブも"本気"にたい

して猿極的に支援してまいりたいと思います。今夜の

様な合伺例会は私達ロータリアンと蒜いRAの皆さん

が食事をしながら同じ1 I線で語らいあう瀬が出来、相

尿の理解を深めるのに非常に大切であります。当クラ

ブでは加えて年末家族懇親や親睦委員会同好会の"食

べ歩き会"等に、RAの侍さんをご州待し、 ロータリア

ンやそのご家族とも懇親を深め、名城RACに一人でも

多くの会j~jを椎嚇したいと思っています｡(雌低2名）

又T"RCの会員墹強|｣隙の12名を達成すれば経済的

にも支援する!'fにもなります。

どうか会員の皆さん会興jw強にご協力お願いします。

本日は、合同例会を開催頂き,肖雌うございます。

私このように商いIﾙfよりご検拶させて頂きます事、

立場|話おIi1:しドさい。

3年前までは、名117尾第一も分区には、 インターアク

|、 ．ローターアクトは速い存在と思っておりました

が、偶々縁が'｛l.りローターアクトの設立に関わらせて

頂きました。

何も知らないjiから始めたのは良かったと思ってお

りましたが、 ローターアクI､について‐ﾉIZ懸命勉強を

していくと、中々理解が11II来ない、符い方々と直接触

れ合う機会が少なく、例会に出席するうちにローター

アクl､のことが、おぼろげながら解って参りました。

年度は替わりましたが3月にﾉL州佐蛮県唐津で全国

ローターアクト研修会に参加をして各ローターアクト

の提唱状況をいろいろ惜報収集させて頂きました結果

分区単位でローターアクトを提ﾛ冊している地区は何処

にも無く、 ローターアクトが現在衰退気味という見方

が多く、 ，ロータリークラブに’ローターアクトの提

IIIIは大変難しく、分区iii位で各クラブが協力して一つ

のローターアク|､を提1l&することは大変意義があるの

ではないかと嵩うご恵兇もいただきました。

いろいろ雌しい縦諭も,侮りますが、唯まれた子供を

育てるのは親の務めでｲﾆiろうと思いますので、今後と

も名城ローターアクI､クラブを10RCで慈しみ育んで

いただくことをお願い致します。

今、

合同ローターアクト委員長主管

名古屋東RC水野ローターアクト委員長挨拶

本Hは大変大勢のローターアクトと地区の合I向j委員

会のメンバーをお枡きlnき厚くお礼申しkげます。

私もローターアクトにつきましてまったく分かりま

せんでしたが、 3月末に東RCより黙ってハイと烏.え、

その結采がこの岨にいる次第です。

何れにしましても年4 1nl合lril例会を開雌致します

が、ロータリーのメンバーとローターアク！､のメンバ

ーが接する機会が少なく残念だと感じておりました

が、先程松居会長よりクラブ行ilf等に参加する機会を

増やして頂けるとII1いました。

又、地区の佐藤委興よりお話が,汀りましたように苫

へ

|松居会長挨拶’

今晩は〃

*IIは名城ローターアク|､のメンバー18名と佐藤正

俊地|><RA委興会委員、水野茂ﾉ腹合同RA委員長他9RC

の青少年活動委員曇、 冊l1委員長、 RA委員長、副委員

／ 、 ／ 、

雛fmri富ぞ≠
1,200坪の敷地と庭圃…. ‘

数寄屋座敷と京懐石

庭の見えるお座敷天ぷら 料亭
庭の見えるすし楓

才虐壷 I＊しゃぶしゃぶみなみ

名古屋・覚王山
盆052-751-2526(代）

、

雁施漢 〃
8 、
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い皆様と一緒になってローターアクトがどの様に進ん

でいくのかご支援を賜り、合同例会が益々有意義な会

となりますよう祈念致しましてお礼の挨拶とさせて頂

きます。

食 一等-c-.,､･･･宅
ヘ
ヱC--C-二C－へ琴c--C-ﾍC-毎C－－C

｜ 乾杯水野(民)創立会長

ローターアクトの皆さん今日は良くお出で下さいま

した。

又、各委員会の方々良くお越し頂き、研究され大変

ご苦労様でございます。

では、ローターアクトがこれから益々ご発展されま

す事を祈り乾杯致します。

ローターアクトのメンバーと記念撮影

|天野名城ローターアクト会長挨拶’

本日はこの様な場を設けて頂きありがとうございます。

発足して3年目、 1年・ 2年と礎みたいなものが出

来てきて、私の今回のテーマ“3年目の本気”を目標

に掲げ、メンバーが本気で話し、本気で奉仕活動等に

努めていきたいと思っております。

当メンバーは大変個性豊かな方が多く、 これからも

一人一人の個性を大切にしたいと思っております。

今日は会食会ですので是非一人一人の個性を聞き出

してみて下さい。

では、皆様と今日一日楽しく過ごしたいと思ってお

ります。

本日はありがとうございました。

一

(あれ1 RACは女性会員だけでしたか）

瀦議籍議 筆繍蕊識
恕蕊
旬』

漁

職 §
’

患
娘がローターアクトクラブ会員として

中山信夫君

ローターアクトの皆さん、娘の幸枝が大変お世話に

なっています。娘のローターアクトへの入会を勧めた

切っ掛けは、ちょうど設立の話があった当時、私も理

事を務めておりましたので立場上人数合わせぐらいの

軽い気持ちでありました。その当時娘はまだ学生で学

校とアルバイトの時以外は家で一日中ゴロゴロしてい

る毎日を送っていました。その娘に、社会勉強にもな

るし、又同じような価値観を持った仲間の中で新しい

人生観も養えるのではないかと思ったことから入会さ

せたわけですが、私の期待した以上に素晴しい仲間に

恵まれ、今までにない積極的に行事に参加する姿を見

るにつけ、ローターアクトクラブに入会する機会に恵

まれたことを幸運に感じております。

ただ親としては、本来の奉仕活動以外の行事で帰り

が遅くならないよう気をつけてくれればと願っており

ます。

名城ローターアクトクラブが結成されて2年余り、

そのまじめな活動が確実に成果を上げていることは、

私も何度か例会にも参加して確信しております。これ

からも勤務に支障のない限り、有意義で楽しいクラブ

活動が続けられるよう私も娘を応援していくつもりで

ありますので、宜しくお願いいたします。

;熱
#＊
蕊霊へ

(佐久間君娘さんと一緒で堅くなっていませんか）

霧
ローターアクターの方々との会食歓談で会員の方々に

も若いパワーが！

囮次回例会(8月26日）

ガバナー公式訪問(名東RC合同）

名古屋国際ホテル

－3－



ガバナーズレターより

■~第88回国際ロータリー年次大会(ｽｺｯﾄﾗﾝﾄ･ｸﾗｽｺｰ)報告

ｸﾗｽｺｰ国際大会(壼謝1,既｜ ゞ員長種村桂介'名古馴○
第2760地区ロータリーの友委員会

ロータリー国|際大会への参加は、 これまでの6

年余のロータリー生活の中でも、 もっとも有意義

で楽しく感動的なものでした。そして、大会前と

後のエディンバラ、グラスゴー、ロンドンの旅は

終ﾉk忘れえぬ歴史散策の旅ともなりました。

この1997年グラスゴー大会はスコットランドで

|＃lかれる21n1｢IのR.I年次大会で、第11n1目は1921

年エディンバラで開かれています。これは米国以

外で開かれた最初のロータリー大会で2,523人のロ

ータリアンが参加したと記されています。

76年後のことしの大会参加者は25,000人。大会

はすべての課題をなし遂げ､その任を果しました。

私たち第2760地区の犬飼栄繩ガバナーは喜美子夫

人とともに,'l_附され、ハードな日程を精力的にこ

なされ、大会成功に貢献されました。

私は片111主水地区幹事、名古屋東南ロータリー、

名il臘港ロータリーのIII!間とともに参加しました。

親しみをこめたバナーの交換があちらこちらで行

われました。

また数えきれないほどのグループとプロジェク

トブースが広い会場に設置され、RC活動の広がり

を実感。219番ブースの『禁煙運動プロジェクト」

では禁煙を全世界的にすすめることの重要性をあ

らためて痛感しました。

③スコットランドとロンドンの旅

スコットランドの美しさは、訪れて初めて知る

ことができました。古都エディンバラの歴史と産

業革命のグラスゴー。そして首都ロンドン。

街路灯にも鉢花が飾られ、ベランダに花々がl咲

く街並み、建築物の保存など学ぶべき多くを感じ

ました。

なお、 イギリスの料理はよく言われるように決

して美味ではありませんでした。ホテルサービス

の細やかさ、行き届いたルーム設備など見事であ

るのに、なぜ料理だけこんな水準にとどまってい

るのか不思議で、ロンドンの五つ星ホテルでの朝

食はイラ立ちさえ感じました。でも待てよ、これ

がイギリスの食文化で、この民族食を土台にして

いまの素晴しいイギリスがあるのだと感得しまし

た。他民族の食を簡単に美味い、 まずいと決めつ

けることの高慢さを初めて悟りました。

へ

①第1回本会議・大会開会式（6月15日）

オリンピックスタイルによるロータリー加盟国

国旗の入場で「JAPAN」国旗の行進には思わず、

こみあげてくるものがありました。

英国海兵隊楽団の演奏・ホスト国連合王国の国

歌演奏、ジアイ会長の母国アルゼンチン国歌演奏。

聖火点火のあとユネスコ事務局長フェデリコ・マ

ヨ・ザラゴザ氏の基調講演「未来に築く文化遺産

の亜要性｣、ジアイ会長の「歓迎のことば」とつづ

きました。

ジアイ会長は「豊かな歴史と進取の気性を誇り

にするグラスゴーは私たちが未来の可能性を眺め

る一方、過去の業績をふりかえるこの年次大会に

とって、即想的な地といえましょう」と述べ、若

い人たち、新世代の育成に力を尽す重要性とこれ

までの活動の成果、そして「未来を築くための行

動力と先兇の眼」をもち尽ﾉJしようと力強く訴え

ました。

へ

イギリスを身近かに知りえたのも国際大会に参

加したからこそと思います。国際大会への参加は

地球世界を肌で感じるすばらしい旅でもあり、来

年も参加したいと思っています。

②友愛の家

開会式翌日の6月16LIは「友愛の家」を訪れま

した。まさに地球人禰の見本市。勢気に包まれ、

－4－


