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日本のロータリアンになられた方ですが、世

界各地の大学で教べんをとったM!舗な体験か

ら、次のような感想を述べておられます。

すなわち、ロータリーがもつステイタスや

リーダーシップは、米国やヨーロッパよりは

るかに極東の方が強力で、これは南アジアや

ラテンアメリカでも似たような状況だと思う。

国が巡ったり、地域が述ったりすると、そ

れぞれ独脚の例会の持ち方をしているが、そ

れは社会や文化の述いを反映している。 ・・…・

私が世界のロータリーを見比べて気づくのは、

｢ちがう」ことにより、 「おなじだな」という

ことです。といっておられます。

次に、ローマ北クラブでメークアップした

方の誠ですが、 ｜冊l会はﾉl:後8II#15分というこ

とで待っていたが、H本のクラブなら、幹!II

報告が終る頃になって、ぼちぽち蝶まり||Iし

て、ようやくl附会となったそうです。

その次は、アメリカでロータリー体験した

'二I本人大学教師の話です。

l 紹介者はメンター（導き手）

新会貝入会式では、紹介樹は自分のロー

タリーバッジを新人会員につけてやり、ド1

分は新しいのを会良につけてもらうとい

う厳かな般式となる。紹介者を形式的な

ものに終らせた新会員のメンター(導き手）

の役を果させる。

2 赤名札の新会風

入会して3か月は、みんな赤枠のつい

た名札を満川する。 3か〃のII11に挨拶の

できた会興から碓認のサインを会只名抑

にもらい、 3かハ後の人会スピーチでそ

の成果を発表する。

3安い年金世

年Iﾊ1l)J.から2"l11．鵬食代は700～800

1リ。コーヒーのみで済ます人は1ドル払う。

岐後に、ロシアのロータリーについて、カ

ルガリーのRIIX|際大会の|)II会式の翌H、家族

と地域社会研修会の節4部会で、ロシア人パ
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友愛の日（立食）
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ルブラ王11 1にて12時30分より

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 69名 出席 51名

出朧率 73. 91%

前々回 2月4日（修正出朧率） 98.55％

◇ビジター数紹介 59名

◇ニコボックス

紙面の都合により、次回褐!|世させて噸きます。

◇中山幹事報告

1 ．木日、午後6時より比翼にて理聯役員会を

開催致しますので、理事役員の〃はご出席

一ドさい。

◇西川会長挨拶

先般、松居エレクトの母堂がお亡くなり、そ

の一寸前には、佐久間親睦活動委員長の母堂

がお亡くなりになりました。子として、母の

死というのは、また格別の悲しみであります。

心からお悔みIIIし上げ、ご冥福をお祈り申し

上げます。

さて、本日は例会場を変更し、ここホテル

ルブラ王IIIで、立食の例会ということになり

ました。また気分も変り、結柵かと思います。

今月は世界理解月間ですので、それに因んで、

世界の各地の例会の模様を拾ってみました。勿

論、全世界の例会を網羅できませんので、た

またま目に触れたものをピックアップしたに

過ぎませんので、ご了承願います。

まず、アメリカでロータリーアンだった米

国人大学教授が、日本国内の分校に蒋任され、
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I M開催ネリストがIﾘlらかにしたところによると、こ

の6年III1に、ロシアに25RCが設立され、旧共

産国全体で250RCが存在し、なお増加の傾向
にあるといいます。H本からの設立支援は少

なく、根室西RCがカムチャッカにRCを、出

xRCがナホトカRCをサポートしたに過ぎな

いということであります。

皆さん、以'3の概観を見て、ご感想はいか

がですか。わがクラブに何か欠けているもの

はありませんか。マンネリ化を避け、楽しい
例会を心掛けたいと思います。

1,1,川,11厘-ｺ1,1i川111千年会(陶芸)活動報告lllllllillS.llIllIIlⅡ

T･ｲﾄ会では2119I- I (I I )松楓閣において会

u12名が参加して初爺を開{IM致しました。

I」 時平成9年3月10R(月）

場 所ホテルナゴヤキャッスル

プログラム PM3:30～4:00 登録受付

PM4500～4:30式典

PM4:30～6:30 ステージ（対

談コンサート）

PM6:30～745懇親会

◎出席義務者

会災 西川蝿長君

公災エレクト 松居敬二君

幹 『Iド 中II1 備犬君
i,ill 'if､lド 鈴木HI!之ｲﾄ

会 ！;|・ 松島孝彰芯
i幽前枠11: 釜谷健一ｲI

職業奉仕委貝腱 小杉啓彰糊
社会奉仕委貝長 河村政孝洲

国|際奉{|:委員 林 敏彦糟

クラブ奉仕委員長 吉田節芙釉

出席委貝踵 中根三郎君
職業分顛委1』踵 山本尻輔君

会報委員蛙 西尾正巳君

親睦活動委凰長 佐久間良治刑

雑誌副委此長 堀江宏繩君

会員避巻委貝陸 秋山茂則君
会員期強委員長 田部井良和瀦

プログラム委捌長 三好 親澗

広搬委貝及 吉III 敬岳君

ロータリー梢報委員長 鈴木正男君
ニコボックス委員長 小林 明君

I!i少年活勤委胤長 西野英樹君

ローターアクト委曲壁 瀧牧孝臣芯

環境保全姿典艮 魚津義経乃

ロータリー11ｲ剛委貝長 永ﾉ|: 1f義蒋
米l l l奨学姿興艮 水全昭荊

◎新入会員

派111 忠之ｲﾄ、林 脚央淵、水野 宏ｲI

◎その他の出席予定者

久野峯一･芯、渡辺腱夫君、吉田 玄君

※出席織録者はお忘れなきよう、よろしくお

願い致します。
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当[Iは遊年尼をお招きし、水野民也君は季

節の変わり同に使川するとの事で掻分けの茶

碗(白・照． 、|《々）をそれぞれ自作の茶碗にて
茶会を|淵き、その後別室にてすばらしい会席

料理とおいしいお酒を噴き楽しい．日を過ご
しました。
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追伸：陶芸を難しく考えないで、童心に返

り粘土細T:をしてみませんか！

“新会貝入会火歓迎”

千年会幹事小山雅弘

･‘‘,1，‘.～｡,Illm’～第122回ゴルフ会成績～'川‘'～，叩‘I‘“

（|ノリI l iliカンツリー倶楽部2/20(木))

RANK NAME Out ln GHcpNet

優勝一4好 親 42 43 85 12 73

2 位成III 良治50 50 100 24 76

3位 ！|~1j|： 粥雄50 43 93 13 80

B B小坂j|:磯雄56 55 111 24 87

（参加者 11名）

次II'lハンディ 三好ｲ19成卜H君21

次Inl例会は、価例の5RC合|司懇親ゴルフ会

との併伽となります。 （3月27H藤岡CC)多
数のご参加を心よりお待ちしております。

◇例会変更のお知らせ
名吉原空港RC 3/17(月)IM参加の為、3/16

（日）名鉄犬山ホテルにて

名i1!耀東RC 3/17(月)IDMの為、3/19

（水）八jlI八勝館にて1811鈍り

名占膿I1IIFIIRC 3/25(火)I.DMの為、3/19

（水）八I11八勝館にて1811:純り

名古膿名東RC 3/125(火)夜間例会の為、白
楽酒家にて1811キより

名~i!r膿錦RC 3/25(火) 1.D.Mの為、一楽

にて

◇次回例会（3月11日）

1M報告
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