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松居敬二君、鈴木理之君木日は犬飼ガバナーを

お迎えすることができ大変うれしく思っております。

どうかご指導よろしくお願いします。

橋本邦美君入会記念の写真ありがとうございます。

足立一成君、秋山茂則君、青山敏郎君、在田

忠之君、二村聰君、池田隆君、釜谷健一君、

加藤大豐君、菊池昭元君、小林明君、小杉啓

彰君、小坂井盛雄君、久保田皓君、黒野貞夫君、

松島孝彰君、宮尾紘司君、三好親君、水野賀

續君、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、大谷和雄君、尾関

武弘君、鴬谷龍男君、佐野寛君、菅原宣彦君、

田部井良和君、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、

吉田節美君犬飼ガバナーをお迎えして。

へ
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パートナークラブ名古屋名東ロータリークラブ

会場名古屋国際ホテル

圏‘‘手に手つないで”

錫出席報告

会貝 68名 1'll lﾊリ 53名

IIWiF率 7910%

前々IIJI 8月51 1 (修.1ﾋﾊ州率) 9254%

露ビジター紹介

RI第2760地|><犬伽l栄ﾙ|i ガバナー

片l l l ii水地|X!|*1lド

IIIH1 櫛ノミ名古時鎌三分|五代哩

囹ビジター数 58名

|鈴木(理)幹事報告’

l ."2760地区大会(11/8 ･ 9 ． 10)のご返蛎がまだ

の方は至急事務局までお知らせ下さい。

|名古屋千種RC松居会長挨拶 ’

皆さんこんにちは! I

本Rは犬飼ガバナーをお迎えしての名東ロータリー

クラブ、千種ロータリークラブ合同公式訪問例会であ

ります。

名東ロータリークラブの皆様には人変お世話にな

り、ありがとうございました。例会前に犬飼ガバナー

と30分程協議を致しました。ガバナーは会員増強がク

ラブの発展と活性化に最も重要であることを強調され

ました。

計画課の中に千種クラブの3年間の会員増強椎,膠を

見られてのことだと思いました。確かに結果的には墹

強数は少々マイナスになっています。

本年度のクラブ計画書の内容につきましては120点

というおほめの言葉をいただきました。

さて、千種ロータリークラブは本年創立l5周年とい

う大きな節目を迎えます。水野民也創立会便をはじめ

歴代会長の素晴しい指導ﾉ]と会員の皆さんの努力によ

って、楽しいまとまりのあるクラブになっていると思

います。本年15周年は今後の飛躍的発展と成長の』&礎

になる年皮にしたいと思っています。

一

ニコボックス

第2760地区ガバナー犬飼栄輝君

第2760地区幹事 片山主水君

公式訪|Alに参りました。

名古屋名東RC会長須賀康夫君

幹事塚田昌夫君

名古屋千種RCの皆さんようこそおいでくださいまし

た。今後ともi'l'良くおつきあい|くさい。
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Ⅲ’ 本年度議長テ,一マ 思いや!’:‘鋤醗義捌 潅紙健聯生級憩悩服しておりま'す。



その為にはガバナーに120点と云われたクラブ計凹

書は現在はただの計l由i苫であります。屯要なのは計画

書にかかげたLI標を達成することであります。

今uの公式訪問を機に私をはじめ全会員目標達成に

向けて努力してまいりたいと思います。

年度の終りには山田分|><代理が計画苫にかかげた日

標の達成調査にお兇えになられます。その時の評価が

本当の私達の努力の成果であります。

どうぞ年度末に祝杯があげられます様に全会員のご

協ﾉJをお願い致します。

ほとんどの地Ⅸは従来通りの方法をとっているようですも

そんなII1、私達の2760地区では犬飼栄輝ガバナーの

英断によって今回、初めてこのような合同でガバナー

公式訪問が実施されました。これを私達は是非成功さ

せたいと思っております。そのためには両クラブの皆

さん、今日は楽しい一時を過ごしていただきたいと思

います。

本Rはどうもありがとうございました。

'第2760地区犬飼栄輝ガバナー挨拶’
~

~
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|名古屋名東RC須賀会長挨拶’
１
１

名占屋千種ロータリークラブの皆さん、名占)壷名東

ロータリークラブの皆さん､そしてビジターの皆さん、

こんにちは”残著きびしい!|'、ようこそおいでいただ

きました。本日はRI第2760地|><、犬飼栄岬ガバナー

をお迎えしての下種ロータリークラブ・名東ロータリー

クラブの合同例会です。

犬飼栄輝ガバナー、そして'両l作下さった片山i畠水地

区幹事、 ll l l1.1静大分区代理、本｢lはようこそおいでい

ただきました。

このところ午後のｸ濫には白い大きな入道雲ができ

て、いよいよ夏も終りを感ずる今u、 この頃です。

今年はエルニーニョ現象によって枇界的に天候異変

がおきています。

そのせいで各地の農作物に慨iifが出たり、ビールや

滴涼飲料業界、それにクーラーなどの家寵業界などで

かなりの影響が出ているようです。

このような犬候ｲ《順もCO2の発生や|皇I然環境の破

壊が大きく関連しているものと思われます。

木、、 この例会の始まる前に会長、幹事協議会がお

こなわれましたが、そこで犬飼栄肺ガバナーから貴砿

なアドバイスをいただきました。

この一年、RIのグレン･W･キンロス会長のShow

RotaryCarcsに代表されますRIの方針と、私達が

所閥しているRI"2760地区の犬飼栄繩ガバナーの示

されたニューリーダーシッププログラムをはじめとす

る5つの方針と私共のクラブの方針をあわせて、努力

していきたいと思います。

一方、今I山のような合同のガバナー公式訪問は初め

ての経験ですが、南太平洋地域やカリブ海地域、それ

にアメリカのジョウジア州などでは、すでに3年前か

ら試験的にこの方法でおこなわれており、大変好評だ

ったということを聞いています。

I I木|｣且llﾉﾘにはRIの定めた34の地区がありますが、

へ

/FI~Iは、名東クラブさん、千種クラブさん、比較的

名古雌では群いクラブに属している皆さんにお'二|にか

かれて本当にありがとうございます。

先程、両クラブの会長さん、幹事さんと会議をさせ

ていただきましたが、両クラブ共、大変真面I｣で活気

に満ちたクラブであることを認識致しました｡各項共、

点数をつけるとするならば、 100点満点の120点である

と評価させていただきます。

さて、両クラブで、 もし課題があるとすれば、一つ

は会負増強の問題であると思われます。言うまでもご

ざいませんが、 ロータリークラブは人間が財産．エネ

ルギーの源でございます｡ロータリークラブに入って、

いろいろな経験をし、異業種の方と交流を深め、また、

スポーツや遊びを楽しむことが、本当に自分にとって

良いことであると感じるならば、やはりその楽しさを

より多くの人に感じていただけるよう、私達は努力し

なければいけないのではないかと思います。そして、

そうすることが、ロータリアンの一つの権利であると

|口1時に、義務であり、大変名誉なことだと思われます。

ですから、雌非ひとつ、 ：皆い方、女性の〃にもどんど

んお入りいただいて、 ・層元気印のクラブにしていた

だきたいと思います。

2悉目に、広報活動につきまして、これまでロータ

リーは必要以上に宣伝はしないできたわけでございま

すが、やはり今の世の中は、PRの時代でございます。

ロータリーあるいはロータリアンというものの社会的

～
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1,200坪の敷地と庭園…､ ・
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な位置づけ、正当な評価を享受できるように努力する

ことは大変重要ではないかと思われます。

3番目は、職業奉仕についてでございます。以前ア

メリカでの研修時に、 ｜全1分達の地区では職業奉仕を中

心に考えていきたいと言われた方がいました。その方

は、職業人として最善の努力をしていることが、ロー

タリアンの必要条件であり、その職業を十分に行えな

いならば、クラブでどのように活動したとしても何か

抜けているのではないかとおっしゃっていました。私

もそのように感じました。いずれにしても、基本とな

るのは自分の足元であると思うわけでございます。

さて、話は変わりますが、今年の世界大会はスコッ

|､ランドのグラスゴーという'÷1然豊かな歴史あるll11.で

行われました。その歴史を探ってみますと日本と意外

なつながりがあり、それを知った上でスコットランド

を見てみると、一段と興味深く感じられました。また、

スコットランド民謡を世界に紹介したロバート ・バー

ンズの出身地がグラスゴーの南にございましたので、

会議の合間にそちらに行き、彼にたずさわるスコット

ランド文化に触れ､旅情を楽しませていただきました。

次に、私の好きな星野富弘さんの詩を少し紹介させ

ていただきたいと思います。星野さんは事故により亜

度の障害をもったクリスチャンの方でございます。こ

の方の作る詩は、ロータリーの奉仕の精神である思い

やりの心に通ずるものがあると思います。星野さんの

心洗われるような詩に励まされ､他人の痛みや苦しみ、

辛さがわかるよう頑張っていかなければと痛切に感じ

る次第でございます。

鹸後に、詩の中で私が岐も好きな詩を一つご紹介さ

せていただいて、ガバナー公式訪問を終わらせていた

だきます。

「一[Iは白い紙

消えないインクで文字を普く

槌せない絵の具で色を塗る

太く、細く、時にはふるえながら

-日に- -枚

神様がめくる白い紙に

今日という日を綴る 」 星野富弘詩

（文責伊豫田）

逗~一･一-ご一こ-号-こ--c‐会長・幹事協議会一・--こ--・一c--c--e.-c・
1200～12:30

犬飼ガバナー、片山地区紳珈、山田分区代理による

会長幹事協議会が開催されました。

ガバナーより会員増強、奉仕活動の単年度ではなく

継続的プラン等、適切なるアドバイスを頂き無事終了

致しました。

例会変更・休会のお知らせ

名lli膳東山RC 9/!1 (,k)ガバナー公式訪問(名古膣ｲll合

RC合IIil)の為、 9/3(水)ホテルナゴヤキ

ャッスルにて

名古駒I"IIRC 9/8(I1)IDM.の為、 9/9㈹八勝館に

て18時より

名IIi屋名東RC 9/9㈹夜間例会の為、 18時より

名古屋東南RC 9/11(*)IwIIIﾘl例会の為、永平､if名占腿別

院にて8時より

名占屋東山RC 9/11体)夜間例会の為、 18時30分より

名占屋名北RC 9/17(水)夜間例会及びIDM.の為、プチ

ヴェールにて17時30分より

橘古)發名駅RC 9/17(水)夜IHl例会の為、岐阜グランドホ

テルにて17時30分より

名占屋東南RC 9/18(*)腿がの日夜間例会の為、ホテル

ナゴヤキャッスルにて18時より

f'i占屋守山RC 9/18(*)2クラブ合同ガバナー公式訪問

l｣の為、 9/19(金)名占尾東急ホテルにて

名古屋西IfiRC 9/18(*)新世代会議(港RC合I司)の為、

9/19(f)1811$より

名117屋港RC 9/19(伽新llt代会談の為、名古屋クレス

トンホテルにて1811＃より

"1li膿巾RC 9/22(II)IIi座大会の為、 9/14(M)、 15(I1)

櫛斐川丘苑にて

名IIi屋南RC 9/24(IO秋の家族公(観劇会)の為、 9/20

（b名鉄ホールにて

橘古屋和合RC 9/24(4<)お月兇例会の為、か茂免にて18

l1ｷより

一

名占屋東RC 9/22(II)休会(定款第4条第1節）

()~～～ローターアクトクラブよりお知らせ～～~(）
(） （）
(） 第2回しゃちほこ杯のご案内 （）
<） （）

||期 日 1997年10月26日(H) (I（）
(）開催時間1000～1530 ()

場愛知県スポーツ会館第3競技場 （）(） ，△、
(） ヱ竜 （）

{|内 容シャトルターケッ'､、借り物、 ！）（）
(） 借り入れ競争、 リレー等 （）

{|持ち物運動できる服装､体育館シューズ、 ！）（）
(） タオル （）

||登録料5.000円(昼食代含む) !|（）
(）※申し込み希望の方は事務局までお知らせ下さい。 （）
(） （）
(） クラブにて名城ローターアクトへ登録いたします。 （）
()ヘーヘーヘーヘーベーヘーヘーペ_全一ヘーヘーヘーヘーーンヘーヘデヘーベーベーペーベーベーーン全一ペーベー(）

へ

｜お知らせ｜

義春君(7)=130日付）石田耕嗣君(8月16日付）

敬二君(8月16日付･) 三輪 康君(8月16FI付）

上4名の方がシニア会員になられました。

憧野

松居

以鶴 典
異'.ﾕ.:‐ 囮次回例会(9月9日）

クラブフォーラム

青少年活動委員長・広報委員長

'&］

,1 1 1"
～

3

h三三二、套少~ l1I昼A今

※各委員会より年度終了には実行報告が出来ます様。

－3－



ガバナーズレターより

｜ 委員長挨拶
し軸 鐺

／

新世代のための月間によせて 今

！ ■ロ

地区青少年活動委員会委員長加藤正男

9月は新世代のための月間に指定されています。

若い人たちの育成を担当するすべてのロータリー

活動に焦点をあてることが目的です。

ラムについて次のように解説しています。

[使命］各ロータリアンの責任は、年齢30才までの

若い人すべてを含む新世代の多様なニーズを認識

しつつ、より良き未来を確実なものとするために

新世代の生活力を高めることによって、新世代に

将来への準備をさせることである。すべてのクラ

ブと地区は、新世代の基本的ニーズを支援するプ

ロジェクトに着手する様奨励されている。基本的

ニーズとは：健康、人間の価値、教育、自己開発

である。 （詳しくは手続要覧第8章新世代のための

ロータリープログラムをご参照下さい)。

－＜ロータリーの心を新世代と共に！＞－

本年度の新世代のための月間には、まさに当

地区の新世代活動の歴史に新しいページが加え

られようとしています。

9月15日、犬飼栄輝ガバナー主宰行事として

新世代のためのロータリー園遊会が実施されま

す。財団・米山奨学会・青少年交換・インター

アクト ・ローターアクト、以上5つの地区委員

会のサポート及びホストを担当される犬山ロー

タリークラブのご支援のもと、地区内全クラブ

が中心となって行われる今回のまことに有意義

なプログラムから大きな成果が得られるものと

確信しています。

へ

[目的］新世代のためのロータリープログラムの目

的を列記します。

1．環境を知る。理解する。 （新世代に影響を及ぼ

す市内の状況、要素）

2．ニーズを認識する。 （健康、教育、精神的資質、

職業選択、職業予備教育）

3．新世代関係の活動を奨励する。 （ロータリアン

として、ロータリークラブとして）

4．鼓舞する。 （責任の認識、善良な市民精神）

5．推進する。 （世界情勢の理解、他国の人に対す

る態度）

6．理解を深める。 （新世代と個人的に接触する。意

志疎通をはかる研究をする｡他国の新世代と接触｡）

末筆ながら新世代のための各種プログラム：ロ

ータリー会議、個別相談、支援、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等を通じて新世代のため

に心を尽しておられる各クラブ・ロータリアンズ

に対し、深甚なる敬意を表します。

「各ロータリアンは青少年の模範」 (Every

Rotarian anExample toYouth) という国際

ロータリーに共通する標語を新世代のための月間

中のクラブ会報や広報資料に使うことが奨励をさ

れています。

ロータリアンズが人格形成期にある若い人達の

ために展開しているプログラムは、ロータリーの

最も大切で有効な奉仕活動と申せましよう。明日

のリーダーとなるべき若い人達のために何をなし

得るか？自己の悩みが多かりし青春を振り返りつ

つ不特定多数の若い人達に心を尽くすことは、た

だ義務とか責任ではなく、ロータリアンとして当

然のことと思われます。

手続き要覧は新世代のためのロータリープログ

へ
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