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水M};ii'l立会艮にお声を抄|､けて頂きチ-t'一ターメン

バーとしてこの15年間、粁様には大変お世話になりま

したが、 ・身_tの都合により ‘､引く蜘気”を持ちたい

と考え、退会を申し入れました。千種RCに所属させ

て噸き艀様のお支えでに1分の夢やり蝶をI1 l･える事も出

来ました．しばらくは仕聯に集1･I1し、身辺蜷理をした

いと思います。惜別の'li!iを禁じえませんが又、元気に

暖ってまいりたいと思っております。今後とも変わら

ぬ友‘|尚とご厚煎をお願い申し上げまして御礼とお別れ

の御挨拶とさせて膜きます。
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囹“奉仕の理想”

密出席報告

会貝

出席率

前々回

囹ビジター紹介

69(66)名 出職 45名

68.18％

12月15[1 (修砿出府率) 98.53%

6箔
｜ 松居会長挨拶 I

先週の新年夜|H1例会には多数の御出席を撒きまして

fl.雌うございました。その折にも話を致しましたが、

昨ｲ|士に引き続き紫女(と金剛1不安が本年も厳しい状況で

ありますが、街さんIﾘlるい気持ちで前向きに行動しま

しょう, 121]に通湘工l会が謝災され、本来所信表明か

ら始まるところ災例の経済減説から始まりました。 12

11の'1'部絲満斯IHIの1I!経手IIII!iに|理l会の様子が興味深く

i!ﾄいてありましたので紹介させていただきます。

’1'経刊',li;tl'II:

鬼がlljるか蛇がでるか…。今|~|は、芝居小屋の嫌開

け|言|･干IIIj役肖の大向うをうならせる熱波が見られる

かどうか▼今年の新春顔見世叫行の初|_|は、座長を中

心に郷台に帷ぶ役背の顔ぶれは、 イ;I1変わらずだが、桟

M,'iﾘの剛'拝は、いつもと様-rが連う。別に客隔が変っ

たわけではない。よく慨察すると符るものが以111と

述っている。好きもの|蘭l士が、 ｜耐lじ服を符て、グルー

プごとに寄り添いながら郷台を凝視する▽瓶前に|ﾙl示

されている柵本庄侭の川し物については、かわら版な

どが半' 1で|職(ばや)し立て、新春顔見II:tとしての下馬

評は過去肢低。砧似(ひいき)筋の側客としては、引き

倒しは承知のうえで腿を温める。機蚊の椎ﾎl1をl燗果し

ている好きもの同〒|:は、那前の11:'し合せを'|典にIM群を

待つ▼役者と‘|;蝋蚊l,'i';との八百長芝居の始まりである。

ここでは、火向うは眼'11にない。あるとすれば、大向

う向けのパフォーマンスだけ。大衆芝居の役省はアド

リブで見る背を楽しませる。陥式があるとはいえ、筋

二コボックス

菅原宣彦君15年間、 ，何雌うございました。

成田良治君今年は不策気を|次きとばして欺気の良

い年にするよう頑張りましょう

青山敏郎君、浅井誠寿君、二村聰君、石黒正

則君、伊豫田博明君、神崎住惠さん、加藤大豐君、

小林明君、小杉啓彰君、松居敬二君、水野民

也君、水野賀續君、水谷祥督君、中根三郎君、

西川豊長君、大口弘和君、大谷和雄君、鷺谷

龍男君、佐久間良治君、笹野義春君、鈴木正男君、

鈴木理之君、田部井良和君、竹内眞三君、田中

昭二君、舎人経昭君、和田正敏君、渡辺辰夫君、

吉田節美君、吉田玄君あと半年よろしくお願い

致します。

石田耕嗣君夫人誕生日祝い。

西野英樹君誕生|こ'祝い。

河村政孝君夫人誕生に|祝い。結婚記念| l祝い。

へ

|鈴木(理)幹事報告

1 . 各委員長にお願いしてありますが、 _|二》|判l報告i1|

16日(櫛までにお忘れなくご.IIMI下さい。

2． ロータリーの友1月号が来て居りますのでおり11}り

にお持ちドさい。
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llll心を本年鹿会長テーマ 黙いや剛の ~則 本紙漣蒋生紙を値用処ておりま哉向



苦き、中身も薄い脚本の茶番劇では、期待・楽しみは

花形役音のアドリブ▼時と場合だが、朝令暮改、君子

豹変(くんしひょうへん)、他人を輔(だま)すくらいな

ら身Iﾉ1を編すこと大いに結榊。ここはひとつ、座長ら

しく人勝負、弁慶の勧進II膿ならぬ官僚つづり所信1帳を

破粟、絵空事承知の大立ち|口Iりを見せてもいいのでは

なかろうか。それこそが、火向うをうならせる秘策▼

千lilj役昔の出来・不出来？明Hの「かわら版」の劇評

が楽しみだ。

残念ながら火向うをうならせる秘策はでませんでし

た｡東京株式市場も榊月演説に新味がないこともあり、

バブル崩壊後の最安値水準に下落しました。国民の人

多数が景気凹復を望んでいるのですから大巾な減税を

継続し、又'穂l民は意をくんで減税分以上に物を買えば

不況脱出は間違いないと思うのですが、そうでないと

円安で国内策気を支えていますn本だけが、貿易収支

大巾黒字で泄界の孤児になりかねません。そうなる前

にI玉|内景気を良くさせたいものです。そして経済の11$

環を良くしながら思いきった椛造改旅を断行すれば財

政|叩建も出来るのではllと勝手に思うのですが、 さて

会員の皆さんどうでしょう？

ブライダル・ブーケには、多くのバリエーションが

あります。国ごとの特徴があり、時代の流行もありま

す。昔、 イギリスでは、花嫁さんI皇l身に|句けてお花を

配列したそうですが、今日では、記念写真のカメラに

向けてアレンジするのが瞥通です。

挙式の当円、新鮮な生花のブーケをおl曲けする為、

製作は真夜巾から早朝にかけての仕事となります。新

郎新婦の前途を祝して、 ‐輪ずつ入念にﾄili強してブー

ケの形にまとめ上げます。

この様に心をこめて作り上げるブライダル・ブーケ

を、私は「エレガント ・ブーケ」と名付けています。

ご静聴、ありがとうございました。

例会変更のお知らせ

2/12(木)4RC合同例会の為、 18I1キー

2/12(木)1M参加の為、ナゴヤキヤッ

スルにて16時～

2/16(II)職場例会の為

2/18(水)を1M参加の為、 2/12(*)ナゴ

ヤキャッスルにて16時～

2/18(水)4RC合同例会の為、2/12(木）

名占屋ヒルトンにて18時～

名占歴瑞穂RC

名古屋守山RC

名古雌昭和RC

名古1苓和合RC

へ

名古屋南RC

囹講演

“しあわせのエレガント ・ブーケ”

会員 萩原惠代子さん (fー~～ローターアクトクラブよりお知らせ～~言）

Il o2''第1例会 （）（）
i) I]時 2)=17H(jj lO:00～16:00 （）
(） 場所 ステンドグラスエルゲ美光社 （）

(） テーマ 〈結婚－3〉 （）

|｜ 旧当 導l''l知識開発委員会 ()（）
I) ｡21 1"2例会 （）
(> n時 2月17n(火）点鐘19:00 （）

|｜ 響所 名!'程ｶｰﾃﾝﾊﾚｽ （）（）
(） フーーマ 海外研修報告etC. （）
(） 担当 役員 （）
(）その他行桶 （）

Il o2j1281 1出-3月｣R(川 《）
(） 全国ローターアク'､研修会 （）（）
(） 備泊 京都市部ホテル （）
と-,-､=__､_､_､_､_､_､_､_､_､ー､ー､～-----､ (）

囮次回例会（1月27日）

友愛の、
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皆さん、 こんにちは。テーマは表題からお察し戴け

るかと存じますが、ブライダル・ブーケです。近年、

欧米の"|乏活様式を枝極的に取り入れる済い1廿代の間

で、 フラワーアレンジメントに対する関心が深く全

岡で1万を越す教室で20万人以l:の方々がヨーロピア

ン・デザインを習っているそうです。フラワーアレン

ジメン|､には、人と人との動きを前提としたデザイン

が豊爾にあります。伝統の「活け花」には無いl1t界で

す。 「動く花」の代表格は、 'l.1しあげるまでもなく、

ブライダル・ブーケでしょう。
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地域社会に貢献する リラクゼイシヲンスペース●接待・結納・法要などにもご利用ください

◆少人数から20名様まで
（多人数様の場合は出雲会館をご利用下さい）

◆マイクロバスの送迎・駐車場完備

詩し鞄 ．
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