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|田部井社会奉仕委員長お知らせ’誰………響…きょうの例会侭梨歸………罰
ﾋ

ｻ第744回平成10年1月27日（火） 乳
唯碇1'－－‘,弓ｼ学､ごｼ酔忘津ボラ鍔‘,侭蟄－鰹,侭詳,‘,愚ｼ月晨‘,靜騨‘,ﾐﾂ浄耐熱』‘,恩ｼ坐掘酔一轡侭坐

友愛の日

T･樋警察署・干磁消防署催良職員表彰

が…………梨先週の記録ポ…………罰
;第743回平成10年1月20日（火） 晴 ；
畦,型侭塑ボッ饗‘,急ｼ21,‘,ご胃塑〔丙寧念翠侭一一挙嗣一‘,ご:雲侭学症,参‘,‘輝彦u‘舜酔鹿琴示，坐

来週の例会'二|は、干伽降察署から3名、千種消防署

から2名の方をお迎えして優良職員表彰を行いたいと

思います。当'二|は、両将長2名がり|率してお見えにな

りますので沢1.l1の方の御IMifをお願い致します。

一

松居会長挨拶 I
皆さん、こんにちは〃

先日、 T･椛蝶崇署、名,li隈｢|j消防智、千種消防群の出

初式に参加してまいりました‘， Ⅵ1クラブの足立--･成君

も毎回参川'され、表彩を受けられたり、出初式におい

ては澗防側を引き連れて隊展として皆さんの前を行進

する勇姿を非常に蟷しく思いました。社会奉仕委員農

から話しがございましたが、次lul友愛の[|に驚察鰐と

消防醤の方に出嚇して唄きますので立食しながらでも

お話しして腰きたいと思います．

さて、 ｜活が変わりますが、千‘繩ロータリークラブに
せんｲ』んか： ‘

は．千年公という陶芸|両l好食があり年61nl第31二ll"l二|に

八事窯'|'村道年尼先』|:のお宅にて楽焼の茶碗、 l111.等

を水野初代会長はじめ会員、夫人15名縄で楽しく語ら

いながら附作をしています。新春になりますと白‘鰻の

作品を持ちよって初篭を行っています。茶会のMiﾘに

｢和敬消救」の催|､!lilllを良く見かけます。 「和敬#i!i寂」

とは元来禅の言葉でありますが､茶ill珠光が足〃ll瀧政

から茶の粘神をたずねられたときこの高菜をもって答

えられたと云われています。

さて「#||敬清寂」とはどんな意|味があるのでしょう

か。我々の社会生活は何といってもなごやかにｲllする

ことが大切であります。この「和」ということが我々

の生活には最も大ｲﾄなことです。ところでその人の和

ということは「敬」という心がないとどうしてもでき

ないのです｡お〃いがお互いの人絡を敬うということ、

お〃いに螂敬しあう心がなければ、ほんとうのｲllには

なりません。そして敬ということには､こころが「浦」

らかでないとその敬がなりたたないのです。自分の心

がほんとうに浦らかでないと、仙人を心から蝋敬する

ことはできません。その清らかということは､外暁に

乱されない「寂」かな心でないと保てません。ほんと

うに寂かな、深い洲のような気持ちでなければ､清ら

かな心の状態を保つことはできません．そこで茶道の

精神としてl.fll敬消救」という!こi菜が昔から使われて

囹“奉仕の理想”
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窃ビジター紹介

69(66)名 出席 52名

78.79％

1月61］ （修il三出席率) 98.48%

《1名

ニコボックス

加藤大豐君災野オリンピック聖火がIﾘ旧名古屋の

街を走ります。

足立一成君、秋山茂則君、二村聰君、萩原喜代

子さん、林哲央君、伊豫田博明君、釜谷健一君、

神崎住惠さん、河村政孝君、木原喜造君、菊池

昭元君、小杉啓彰君、小山雅弘君、小坂井盛雄君、

久保田皓君、黒野貞夫君、松居敬二君、宮尾

紘司君、三好親君、水野民也君、水野賀績君、

水谷祥督君、中根三郎君、中山信夫君、西川

豊長君、大口弘和君、大谷和雄君、鴬谷龍男君、

佐野寛君、笹野義春君、鈴木正男君、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、魚津常義君、和田正敏君、渡辺辰

夫君、吉田節美君寒さ一段と厳しくなりました。

中井常雄君ノ§人誕生|]祝い

へ

｜中山直前幹事報告’

l .次回例会終I'後、 クラブアセンブリーを|ﾙ|雌致し

ますので理zI｛役興各委員災はお残り下さい。又、その

後j:1I!]II役員会を|ﾙl雌致します。
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|’ |’’ 思峨やiりの心醤掛索年度篝長テーマ 柵は融細雛棚し禧鋤'ま恥ﾙ’
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きたのです“我々の交わりも、おﾉ〔いに清らかな心で、

人絡を尊敬しあうところｲllやかな交わりが|ﾙ|かれると

思います。

まさにロータリークラブも同じではないかと思います”

又茶道ほど民i§的なものはないといえるでしょう。茶

職では風雅の交わり、道の交わりがあるだけで、身分

の潅別はないのです。これも又ロータリークラブの公

興はみな平呼という考えと'11じであります‘

水イトの私のテーマ“おもいやりの心を〃”をもう一

度思いおこし残る半年を楽しいクラブ連衡をしてまい

りたいと思います。どうぞよろしく〃

例会場にぎりぎりに駆けつけて、食'l1をしてII;眠しな

がら! li!活を聞き、 さっとA|}るのでは、 ealand''''' (食い

逃げ）であります

ロータリーワールド (".1巻第2"･)の「新会興の

退会のIi(IAIを探るオランダのクラブ」という1;d'jiは、

大変り，|↓味深いものであります詳剥IIﾘ|川できないのが

残念ですが、アンケートに応拝した人の3分の1が出

席義務が厳しすぎる。15％がllfIIM的余硲がない、 12%が

クラブの雰冊城を、退会のIII!IUに挙げています，絲吋、

新会興を歓迎する雰III:l気を術えていることとか、 クラ

ブをもっと魅ﾉJのあるものにしなければならない． と

いう＃11i諭がﾉlくされています。我が下栩RCでも術くl, il

じことかいえると思いますそのためには、どうした

ら良いか。 皆様と考えたいと思いますゞ

~:~-…〉ロータリー理解推進月間に因みく藁>＝

序西川ロータリー情報委員長

ロータリーカレン

ダーによると、 l l-lは

ロータリー1111解推進

川Nlになっています。

私は､雌新のロー

タリー情報を得るた

め､あれこれ漁ってみ

ました。 '|','ifli源は、

ロータリーワールド、ガ

バナー11院、 ローダ
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勘
リーの友、 ウィークリィなどであります，

I11年1月271 1はロータリーの創姑肯ポール･ハリスの没後a)

周年にあたり、 「ポールハリス追悼例会」のプログラムが組

まれまして、鈴木iE!"ロータリー怖報委員長が、 「ポール

ハリスを偲んで」と題して、恐切T蹴なI;i『活をされました。

また、 ・昨年は、水Myfli絨委興隆がロータリー情鞭

委興会の活動について';i1活をされ、充畷ともいえる達

文がウイークリーに戦っております。私は、 この三つ

の' li芯を、新会興のオリエンテーションのテキスl､にさせて

噸こうと思っています‐

今ｲ｢度のキンロスRI会長のテーマとマークはこの

例会腸に褐ホされ、皆様もご承知だと思います‘ この

マークは何を表わしているか、 「友｣を見ていましたら、

四つのガッシリポllまれた腕は、 IIq火乍仕を指すといって

いる人がありましたそういえばロータリー綱彼のI几|綱

l l 、 ｜ﾉLIつのテス|､ 、 I-友」横組み兇|＃lきの第1ページは、

”),|髄っていてロータリーは凹づくしだと思います‐

RI会長のテーマといえばEnjoyRotaryというテー

マがあり、今でもよくリ|川され大変良いテーマですが、

本､'iにロータリーをエンジョイするのは、それほど容

易なことではないと思います。

例会変更・休会のお知らせ

fjili雌大須RC2/3(*)を節分例会の為､2/3(IO

ノ<須観瀞にて12時30分～に変哩

名IIi膝名南RC2/10(｣ﾉ04RC合同夜|ﾊl例会の為、

2/12(水)禍111焔ヒル|､ンにて1811寺～

名lli雌東南RC2/12(*)4RCn､l副夜間例会の為

名古朧ヒルトンにて18時～

名,li膿大須RC2/19(1<)夜|ﾊIXMIIを例会の為l掌尺楼大

飯店にて1811キー

名lli歴瑞穂RC2/19(*)、休会（定款第4条第1節）

ビジター受|､1-はしません。

へ

囮次回例会（2月2日）

節分例会（城l1｣八幡宮にて5時より）

、／

地域社会に典献する リラクゼイションスペース◆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
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