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政孝君、木原喜造君、菊池昭元君、小林明君、

小山雅弘君、三好親君、水野宏君、水野賀續

君、水谷祥督君、中井常雄君、中根三郎君、中

山信夫君、成田良治君、西川豊長君、西野英

樹君、大口弘和君、大谷和雄君、駕谷龍男君、

佐久間良治君、佐野寛君、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、谷口優君、舎人経昭君、和田正

敏君、山本眞輔君、吉田節美君吉田玄君

水野民也さん喜寿、渡辺辰夫さん古稀のお祝

い、おIWI}とうございます。

へ

赤………鐸病淨 先週の記録 ”ﾐ'………詫翔

;第752回平成10年3月24日（火）
ゼ

峰…鏡響鋳…………………歳蕊響…灸
囹“それでこそロータリー”

囮出席報告

会員 70(66)名 出職 54名

出席率 81.82％

前々回 3月10日（修正出職率）98.48％

囹ビジター紹介 1名

囮ゲスト紹介

名古屋市立東市民病院小児科部長加藤倣行氏

千種区役所 棉祉部長 安達正児氏

千種消防署 予防課長 船瀧詔治蒋

|鈴木(理)幹事報告’
1 .本|1例会終了後、 ml!41f役員会を開催致しますので

哩覗役員の方は2F補の|H1にお集まり下さい。

2.次1両|例会は4月2H休)6RC合同例会をナゴヤキャッ

スルにて|冊l催致しますので、 3月31日の例会はご

ざいません。

囹名古屋r|i立東市民病院、加藤小児科部長へ

｢むつみ君を守る会」寄付目録を手渡し
へ

ニコボックス

秋山茂則君次は私に将になります‘，

深見章君水野民也さん専寿、渡辺さん古怖、棚l祝。

ホームクラブしばらく失礼しました。

萩原喜代子さん3/28～4/7までオース|､ラリアヘ出

張を致します《，

小杉啓彰君3/17に交換留学生のアナ・パウラさん

が来日されました｡4/7の例会にご紹介させて頂きます．

よろしく〃

黒野貞夫君4/7～4/12県芸文センター美術館ギャ

ラリーで玄之会普展を開催します。水l!fさんご夫人

も出lliil!して~ドさっています。

松居敬二君友人の加藤淵をゲス|､にお迎えして

水野民也君お祝いして頂いて有雌う。家Iﾉﾘが玄之

会（黒野先生を通じ）に作品を出展いたしました。

渡辺辰夫君古稀を迎えウレシイやらさみしいや

ら感無量です。

足立一成君、林哲央君、神崎住恵さん、河村

加藤医|'liliから、 この病気は原因不明で助かる方法と

しては心1I1撒移柚しかなく、又、むつみ君のような小

さな子供に合う脳死状態の2～6才迄の心臓で、 Ⅲl

液型ほか色々な条件のマッチングした心臓でないと

オペが出来ないが、肺の柔らかいうちに移械すれば

助かるという説{ﾘIと共に今回の寄付に対するお礼と、

むつみ澗の柵l歌、宇野さんからもクラブに対してお

礼が述べられました。
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集度会長テーマ い、 卿黒やりの' ~~臓義本 本紙は再生紙を使稲しており.誤す。



｢船澤千種消防署予防課長挨拶’ 町人も、武士も1111家もみな和やかに同席できたのは、
おご わひ

お茶席ぐらいでしたしかも願りをいましめられた侘

茶の緒神は、 きわめて庶民的であったと思います。

有名な話ですが、 l l l崎の合戦のとき、秀吉はしばしば
”て良え

妙喜庵の茶I研に人って、利休の点前に心を静め、戦略

を練ったそうであります。

あるとき茶ﾙ'i'iへ、 力ll膝消lliが、あわただしく入って

きました。見ると、人小の刀を狩ったままであります。
･うし

利休が「加藤氏、お腰のものは、外の刀掛けにお掛け

くだされ」と注意しますと、滴正が「何と、これは武

士の魂じゃ、ひとときも離すわけにはまいらぬ」と我

を張りました。

利休は強いて論'W･もせず点前を進めましたが、どう

したはずみか釜の湯を炭火の_上にひっくり返してしま
かく『』

いました。バアーと灰神楽が立ちますと、 さすがのi,'i

正もあわてて、茶l'ifの外へとび出しました。後に刀が

残っていたので、利休がすかさず、 「加藤氏、加藤氏、

魂が置き忘れてござるぞ」と、いったという笑い話が

あります。後人の作り!譜かもしれませんがおもしろい
8.fかよ

話だと思います。大名は艮衿をはずし、武|身は大小を
そるi､i ん ；ナ さ

預け、商人は算盤を忘れ、出家は袈裟を脱いだところ

に、茶道の肌流があり、茶1冊の和があります。*llとは

なごやかさでありますが、これこそ今F1のわれわれの

社会生活に、肢も欲しいものであると思います~ ~ ･…~。

この度はお招き有難うございます。呪ｲf、淵|ｳj鰐の

実施しております3つの活動についてご紹介させて頂

きます。鋪lは、 70才以止の1人瀧らし、 又は65-la以

上の漉たきりの方が千種凶ﾉ1に3,27911t柵あり、その

方々1人1人に職興が家庭を訪|A1している!li""2は、

安心屯i活の実施で、 これは火災か救忽かどちらかのボ

タンを1つllllすだけで119番へ、動的に辿､剛がいくとい

うものです。第3は消防安心情報避録llill度と云いまし

て、 lうめ緊急連絡先を登録して頂くと万が．211故に遭

われても澗防機関が登録先へ通報をするというもので

現ｲ12482人に登録して頭いておりますがこれからも登

録促進を呼び柵､け、お年寄りだけでなく災祥弱箭・幼

児・ 『-ず難の不日山な外人等に対して色々と対策を考え

ていきたいと思います。
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………､:…・友愛の日．鐸…………・

今後も「むっちゃん弊金浦」を閥き支援を続けていく

事に決定｡友愛の1 1でもあり早速募金を募ったところ

67,0001｣l集まり、 jII膝医師にお持ち頂きました。

これからも侍様のご協ﾉjをお願い致します。

鍵
~ｸ

水野殿也符が31131Hに77才、漉辺辰夫ｲﾄが4月

l l iに70才を迎えお←人に松魅会艮よりお祝い金と花

火が!1Wられました。

松居会長挨拶 ’ ～～～～－－－－第128回ゴルフ会成績～～～～～～～言）(）
(） 名l l樫ゴルフ倶楽部3/20(t) ({
(） （）

II RANINAM¥m1､ IN G HcpXE1､ 《'（）
＄優勝巾山侭夫40 ;16 86 10 76 ()
() 2 位鴬谷龍ｿ) 50 51 101 20 81 $
《） 3 位 111 ｢|' 昭二:l7 1<1 91 10 81 11
(）

II B B #H I｣j順子75 63 138 36 102 (}
(｝ 次回ハンディ変更 ！|'山箇8鷺谷君 18 (I（）
(l-シーーーーーーーーーー－－－～～～～～～～～－－－－－～～～ざ

囮次回例会（4月7日）

講演“私の||蜥”会典 |j'･藤腱文君

“ライラセミナーに参加して”

宮尾I¥少年活動委員長

｢魂を置き忘れる」

終職II'I:陵ある入学教授が進駐瓶の将噸にアメリカの

1t i主抵はどういうものかと訊ねたところ将噸は「ア

メリカの民主主淀は自然に発生したものだからきまっ

た定義はありません。強いて定錐づけるなら、 I I本に

良い!；蛇があります。 11本の茶道の「ｲII敬11Ii寂」とい

う前染が．悉雌_画栽にぴったりする酎蛇です」とム

われたそうです、 「ｲlI敬消寂」とはﾉt米i'iiのI』.唯であ

り、茶~I||珠光（しゆこう）が足利我政から茶の附榊を

たずねられたとき、 この言葉をもって符えたと云われ

ています“では何故といいますと、茶lIWでは肌糀の交

わり、通の交わりがあるだけです。 j;;l･"llｷ代に人椚も

へ

、〆

ｸ延鐵議鰯琶鶉
それは、 ’ ､つか夢のおかで兇た風簸

それは、失われたユートピアの断川

捕神力､ ．.'解き放たれた軌跡が拙く留まることのないri lllな線

それが象徴するもの、それは廸築 ，"ECORBUSIER
〒466-0013名古屋市昭和区緑町1－7
TEL.<052)732-3553FAX.<052>732-3422

桜花学園大学

豊田短期大学

名古屋短期大学

名古屋短期大学付属高等学校

名古屋短期大学付属幼稚園
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