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そこに住むすハミての人々に for itspeople
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中井常雄君永い半ご無礼致しました｡誕生日祝い。

渡辺辰夫君お陰様で1ケ月半ぶりに社会復帰がで

きました。 1週|削位のつもりが思わず便引いてしまい

ました。 15周年の祝典に参力llできず申し訳ございま

せん。皆様からのお見郷を、会長、幹事様から頂き、

有難うございました。これからは自信を持って体調を

盤えて行くつもりです。宜しくお願い致します。結婚

記念日祝い。

二村聰君、伊豫田博明君、加藤大豊君、鈴木理

之君誕ｲ~k日祝い。

青山敏郎君宮尾紘司君、舎人経昭君夫人誕

生日祝い。

石田耕嗣君結蛎記念日祝い。

※講演者矢島茂氏より誰演料をニコボックスヘ入

れて頂きました。

きようの例会 侭誤,ﾎｯ………熟鈩竿侭蒔少録響戸學侭琴
曜

；第735回平成9年11月11日（火） 3
晒侭淫'‘,ﾐﾂ鰹，侭響‘鐸津‘長ｼ澤舜勢侭響｡ﾐﾂ淫,侭櫻侭琴壼辱無侭琴侭響侭啓示:櫻侭響侭諜

会員

会員

水谷祥督君

補水邦美君

誰演‘‘私の職業”

“私の仕事”
グー、

先週の記録 侭…………熟鈩響侭啓侭謬一等祷琴

;第734回平成9年11月4日(火） 晴；
唯侭鰹,侭響嗣塔,侭響侭響く芦'鐸,侭酔侭淨碑淫,､急ｼ琴侭琴侭淫病琴侭琴侭琴戸琴侭或

圏“君が代” “我等の生業”

囹今月のお誕生日祝福

鈴木(理)君(11/7)、伊豫III君(11/14)、

加藤君(11/14)、二村君(11/16)、松居君(l1/25)

囹出席報告

会員 71(70)名 出席 ノ19名

出席率 70.00%

前々Iml 10月2'1日(修正出職率) 97.06%

囹ビジター紹介

矢島 茂第2760地区ロータリー財団委員長

他4名

|鈴木(理)幹事報告

年次大会参加されます方は、お間違いのないよう

ご出)ﾙﾘ下さい。

ロータリーの友11月号が来ておりますので、お持

ち帰りドさい。
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二コボックス

林 哲央君良い事がありました。

西尾正巳君堀江君、ホールインワンおめでとうご

ざいます。

足立一成君、秋山茂則君、池田隆君、石黒正

則君、釜谷健一君、河村政孝君、菊池昭元君、

小林明君、小山雅弘君、三好親君、水野賀續君、

水谷祥督君、中根三郎君、成田良治君、 西川

豊長君、鶯谷龍男君、笹野義春君、田部井良和君、

竹内眞三君、田中昭二君、和田正敏君、吉田

節美君、吉田玄君ロータリー財団委員長、矢島

茂様、木|]はクラブ員全員勉強させて|貫きます。あり

がとうございます。

萩原喜代子さん 15周年のお花の活け込み;fl難うござ

いました。結賠記念日祝い。お陰様で幸せです。

松居敬二君ロータリー財団委員長、矢島茂様、

本日はクラブ員全員勉強させて頂きます。有難うござ

います“誕生[I祝い。

密田部井社会奉tl委員長の報告は、紙面の都合上次lnl

掲載させて頂きます。

|松居会長挨拶’

こんにちは~〃

秋たけなわ、徐々に木々も色づきはじめベストシー

ズンを迎えました。さて1 1月はロータリー財団月間で

あります。今年度RIキンロス会長テーマはSIIOW

ROTARYCARE「ロータリーの心を〃」であります。

先ず飢餓と貧|木Iをこの地球上からなくすことを具体
たた力

的な↑j動で示し、社会的瓶根に対し草の根レベルで闘

うことを強調されています。ロータリー財団への協力

はこの要請にI創笈応える方法でもあります。ご承知の

とおり1947年ポールハリス氏が逝去された時、ロー

タリーの創始者を悼み、世界'↓'のロータリアンから財
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錐1N 用心でお跡議舜｜~~黍寒磯長デーマ 患いや峨倣心 〃
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剛に多額の寄付が寄せられ、その翌ｲ|皇11ｲ1,11は初めてプ

ログラムとして、 7ヶ院l18人の'､)をﾉ13に人学院課FIIの奨

学金を交付しました。その後もロータリー11ｲ｡|､11への寄

付は大きく増大し、それにともなって11ｲ｡|､11プログラム

も複雑多岐にわたり､理解する!liが雌しくなっています

最近の大きな変化はシェア・システムになったIl｛で

す。このシステムの半や色々の1＃につきましては、本

日講話をお願いしました地区ロータリー11ｲ･'《11委幽良

矢島茂様からお術があると思います

出席の会員の皆さん、よくお話を聞いて勉強しまし

ょう。又当クラブも本ｲﾄの屯点l-l標の1'1に新ポールハ

リスフェローを5名認証したいと思っていますので皆

さんよろしくお願いします。

追伸来年平成10年611 1 :l 1]～17Uインディアナポ

リスでの世界大会参加希望者を募りたいと思います『

旅行企画は親睦委員長釜谷符とl lil際奉仕委興腿和III

名にお願いをしています｡多数の参加をお願いします

れましたが、 l(),17<|:.、ポール・ハリス没後、迩族から

2万ドル奇|､1･されたのを契機に全l lt界から多大の洲､l

が集まり、 ′似ｲIzIO()ﾉjドルに達し、 llt界III1解と､〃llを

j牌進するための奨'､}::金プログラムが#l11}没され、 18名の

1!l. |､11奨'､)::ﾉliが派泄されたのであります。

このポール・ハリス没後501111年を迎えた今l lのロー

タリー11ｲ･'､jlは、 I1IIji錨料のシェア・システムと奇|､l･f

の使途をご覧のように、粁様からの沖．11ｲ･は1()()%l 'ill"

ロータリーのIl＃災の源淡としてｲi効に使われているの

であります，寄|､l･金は3年|ﾊl盗産逆川され、 3年後の

ブログラムイ｢､度にシェア・システムによって支IIHしま

すこの|H1の浅』雅迎川収維は、 RIロータリー財I､11"

j:1I!本部の1"I!絲礎を1!ilって、奇|､l･金は100%llil際ロー

タリーのl lt界j:II!解と友好､|えｲl1を達成しようとする人道

的・教育的・文化交流的'I＃業に使われています

年次寄|､1･縦は、WF"!()%、 DI)F6()%にII肥分され、

I)I)I･､シェア'ITi久j,L金は、原11ﾘWF:10%、 DI)I#､60%/､

11肥分されます指定寄|､1･は、ポリオ・プラス、 II1郁州

助金、芯名奨学金でシェアから除外されます。

今年度､'i地|><のロータリー11ｲ･卜､への奇|､l･ I |櫟は、年次

制､l･会幽1人､'iり1 10ドル、 '|'i久雄金会興50人11り’約

のベネファクターですが、今年度から教育的プログラ

ムへの3()7jl '1以|鷺の洲､l･は免税となりました免税寄付

の振込先等f続きは従来と連いますのでごI･I窓ください。

尚、 i'tクラブのPIIF/SMを猯橘できるクレジッ1，

は、 1996年6113() l lまでの分が今年度末でもって消滅

しますことにご淵恵Iくさい

If式名称「I III際ロータリーのロータリー財|､11」のl l

櫟であるl ll界蝿解と､'たｲllを進成しようとするl lil際レベ

ルの人道的、教ff的プログラムにご参加いただき、

ロータリー11ｲ1,ilへの継続的かつ湖墹的ご支援をお願い

IIIしkげる次第です

揮恥

|ロータリー財団月間に因み’

圏講演

“シェア．ンステムと寄付金の使途“

第2760地区ロータリー財団委員踵

矢島茂氏 （紹介 水野(賀)心）
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f………製例会変更のお知らせ‘震曾………‘ﾕ，3
;"{'i'f,,<{ｲⅡRC l l/17( l1)椚1lij謝城RACとの；
ビ セ

合|同l例会の為1811*30分よりl 1

; !III, ' ,城北RC ll/18(火)を161]([1)に京都､浦水寺､ｻ
ビ
3 Ⅲ．i雄へハイキング､家族例会の為；
偽;皇"歸誤』";:"両-"-"凄""群,"ﾆｭ,《,ごｼ診‘,"鐸，扉’‘1,"評‘,胃ﾂｰ両一同ﾐﾂ21,":1,‘,罰ぷ

囮次回例会（11月18日）

柵演“キ.1．ンへルプタイランドについて”

|*i1 1 1人'､ｻ:外l lil!謡'､i畠:部塊米科数授ハリーレイ氏

へ

まずもって貴クラブ会員皆様のロータリー財|､11への

ご支援に対し、厚く御礼IIIし｜げます。

8月29日現在、創立以来の累計寄付額98.591 . ~l 1ド

ル、PIIF52名、準フェロー53名、 BH()名、前年度

寄{､l･は3,680.00ドルで会員1人1Liり5箒1ドルを達成さ

れたのであります。

ご承知のとおり、 1917年、第6代RI会長アーチ・

クランプの提III1によりロータリー財1,Nのji§金が刺設さ

／ 、

I驚嘆に傭する』
MNGER◎鵬R
日常の足とする最高の畿沢

自分だけの生き方を大切にする方のため

人生を深く美しく輝かせる－台
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加盟店

覚平m月泰寺参道当店は全国へ
お佗をお届け致L』す

躯さく塞惣園㈲ ROVER JAPAN

正規ディーラー

ローバー中央名東

TEL702-6801

名古屋市千種区山門町2の44=751-Sフ85

侯A×751-S528-8フ64
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