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真心の行動慈愛の奉仕平和に挺身
ActwithIntegrity ServewithLoveWorkforPeace

l995～96年度皿会長ハーバート．G･ブラウン
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竹内眞三君林君、元気にカムバック！！

何より

吉田敬岳君お久しぶりです。

石黒正則君、釜谷健一君、河村政孝君、

小山雅弘君、柵木充明君、永井正義君、

大谷和雄君、鴬谷龍男君、佐久間良治君、

鈴木正男君、渡辺辰夫君爽やかな秋風

があの酷掛を忘れさせてくれます。頑張ろう。

二村聰君、伊豫田博明君、水野民也君、

中根三郎君、成田良治君、西川豊長君、

舎人経昭君、和田正敏君

何はなくてもニコボックス

久野峯一君、三好親君、西尾正巳君、

大口弘和君、吉田節美君誕生日祝い。

今西功一君、小林明君、黒野貞夫君、

笹野義春君、鈴木理之君、山本眞輔君

夫人誕生日祝い。

◇釜谷幹事報告

1．次回例会は夜間例会で午後6時より松楓

閣にて開催致しますので、昼間の例会はご

ざいません。当日の会費はお振り込み頂き

ますようお願い致します。

2． ロータリーの友9月号が来ておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

◇地区大会参加のお願い

東海RC早川篇人君

日置弘治君

今年度地区大会のホストを私共東海RCが務

めることになりましたので、今日はご案内と

登録のお願いに参りました。

今年度は石川ガバナーの「簡素でさわやか

な大会を｣というご指導のもとに、ローカルで手

作りの大会を目指し、準備を進めております。

大会二日目には石原慎太郎氏の特別識演「世

界の中の日本」を予定しており、ぜひこの機

会に東海市へのお越し頂き、仲間と友情を深

めて頂ければ、と思っております。

あと二ケ月になりましたが、出来るだけ皆

様のご要望にお答えできるよう準備して参り

襄議這
夫人同伴夜間例会（於：松楓閣）

一

◇、君が代”

◇“それでこそロータリー”

◇ビジター紹介 7名

◇ケスト紹介

名城RAC会長黒田康忠君

幹事田村真由美さん

◇今月のお誕生日祝福

西尾君(9/3)、谷口君(9/5)、三好君(9/6)、

久野君(9/12)、 I:I可山君(9/14)、久保田君(9/15)、

林君(9/17)、吉田(節)君(9/23)、大口君(9/26)、

津牧君(9/28）

◇出席報告

会員 68(67)名 出席 55名

出席率 82.09％

前々回 8月22日（修正出席率）96.97％

◇ニコボックス

東海RC早川篤人君、日置弘治君

地区大会よろしく 1

和合RC相羽錘一君お世話になります。

昭和RC石黒鐘義君お世話になります。

秋山茂則君あの酷暑が嘘のような今朝の

爽やかさ、青空も素晴しい、こんな空を日本

II:肖といいました。最近聞かなくなった言葉。爽

やかな秋風があの酷暑を忘れさせてくれます。

頑張ろう。

林淳三君やっとの思いで帰る甑が出来ま

した。今後もよろしく。竹内先生有難う。

誕生日祝い。

佐野寛君フローム名古屋、キャッスルの

広報誌にのりました。

へ

一
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本年度会長テーマ 活動は､楽しく､生き生き､和やかに。 本紙は再唯紙を艇用しております



画.ｺｰﾊｰ､~.p"～名城RAC会員表敬訪問一~----画－ますので、たくさんの方のご登録をよろしく

お願い致します。

◇大口国際奉仕委員長報告

先日国際奉仕委員長会議がキャッスルプラ

ザで開催され、出席して参りました。

今年度の国際奉仕は3つの柱にポリオが加

わり、 4つの柱を中心に活動していきます。

青少年交換は締切が来年7月末までで、各ク
ラブより2名推薦できます。ロータリアン関

係が若干少ないので、ぜひお心当たりのある

方は推薦して下さい。行き先は、カナダ、ア

メリカ、オーストラリアです。

WCSは例年に引き続き、フィリピンを援助

していきます。

ブラウン会長の2大テーマは会員増強とポ

リオで、ポリオについては、分担金を既に出

しています。今後とも国際奉仕委員会にご協

力よろしくお願い致します。

◇鈴木(正)会長挨拶
標語〔各ロータリアンは青少年の模範〕

9月は「青少年活動月間」です。1968年度RI

理事会で採択され以後毎年9月に実施されて
いるものです。また、上掲の標語は同じく1979

年に採択され、特に青少年活動月間中のクラ

ブ開放に、また青少年活動についてクラブに

報告するときに使うように奨励されています。
ロータリークラブとして青少年活動へ組織

的な奉仕活動を開始したのは､1921年アメリカ・

シカゴRCに常任委員会としてく少年活動担当

委員会〉が設瞳されたのが最初と云われてい
ます。以来RCの青少年活動への奉仕活動が世

界各地で活発になり、色々なプログラムが発
展してきたのを受けて、RI理事会は1941年「青

少年への奉仕の目標」と呼ばれる指針を決定
し、以後青少年の為のロータリー活動は、こ

の方針に添って進められることになり現在に

至っています。その後「青少年への奉仕」に

関する新しい指針がRI理事会によって次々と

採択されその内容は大変充実したものとなっ
ています。今や、RIに於ては「青少年活動へ

の奉仕」は、ロータリーの奉仕の四部門の各

特定分野の中でも最も重要な特定分野として

位置付けされています。

このような青少年への奉仕の流れの中から
1962年にIACが発足し、1971年にRIはRYLAを正

式に採用しました。この他社会奉仕の流れの中
で1970年国際青少年交換についての指針が決定

されました。国際ロータリー財団に奨学金プログ
ラムが設けられたのは、古く1947年のことです。

これらの奉仕プログラムに対する努力の他

に、私達一人一人またRCは、私達の地域に密

着したキメ細かな青少年活動への奉仕を絶え

ず推し進めてゆく努力も前者に劣らず重要な
ことであります。

◇永井青少年活動委員長挨拶

今日名城RAC会長の黒田君と幹事の田村さ

んが表敬訪問にみえており、後程ご挨拶され

ます。尚、名城RACの認証状伝達式が9/24(日）

ナゴヤキャッスルで行われますので、たくさ

んのご参加をお願い致します。

◇名城RAC黒田康忠会長ご挨拶

処野球且癖灘聴鳳竃

へ

名古屋名城ローターアクトクラブは、去る

6月30日に36名のチャーターメンバーを擁し
て創立総会を開催し、現在2カ月が過ぎまし

た。何も解らない会員が集まり、創立総会を

無事終了することができ、来る9月24日には

認証状伝達式を開催する運びとなりました事
は、偏に名古屋千種ロータリークラブの皆様

をはじめ名古屋第二分区8ロータリークラブ

のロータリアンの皆様のご指導の賜と感謝し

ております。

当名古屋名城ローターアクトクラブは、名

古屋第二分区8ロータリークラブのロータリ

アンの皆様の厚いご情熱の末、結成されたク

ラブであると承っております。その皆様の期

待に添えるよう、初代会長として今後頑張っ

てクラブを盛り上げていきたいと存じます。

今年度第2760地区のローターアクl､クラブ
は、江南ローターアクトクラブ吉田高延地区

代表の『和を以てアクトとなす』という地区

テーマの下、活動して参ります。

吉田地区代表は、「アクトとは組織であり、

ただの個人の集団ではなく、ひとりひとりが

意見を持ち合って、皆で話し合い、目的を果

たすことに意味があり、その中で自分が演じ

る役割を明確に認識し、実行する。また、ク

ラブ内の「和」だけでなく、地区内外のクラ

ブや地域社会との「輪」を広げて行くことも

大切にし、いつか振り返るときに、その本来

の意味が解るようにアクト活動に努めてほし

い｡」というアクトの基本的意味を尊重されて

います。

私は、以前に地区ローターアクト委員のロ一

へ
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4:00登録、4:30より7:00までホテルナゴヤキャ

ッスルにて行います。

当日は、式典、懇親会の2部形式で、名古

屋千種RCをはじめ名古屋第二分区8RCの皆
様のご指導の下、名古屋名城RAC会員全員で
力を合わせ、クラブカラーがでるよう趣向を

凝らしておりますので、皆様多くのご参加を
お待ちしております。

◎地区事業のご協力をお願いいたします。

当地区10RACの合同事業として、昨年より

引き続き今年度も、『使用済みプリペイドカー

ドの回収』を行います。

ここで該当する使用済みのプリペイドカードとは

NTTのテレフォンカード、JRのオレンジカー

ド、日本道路公団のハイウェイカード、営団

地下鉄のメトロカード､郵政省のふみカード、

図書カード、公営のバスカード、各私鉄のプ

リペイドカードです。

この回収した使用済みプリペイドカードは、

『ジョイセフ』を通じて、アジア、アフリカ、

中南米の開発途上国に対し、草の根レベルで

実施している家族計画・寄生虫予防・栄養改

善を統合したインテグレーション・プロジェ

クト(IP)と呼ばれる生活改善運動を推進する

目的で使用します。

ジョイセフというのは､1968年に日本政府(外

務省・厚生省）に認可法人として発足し、国

連人口基金や国際家族計画連盟（世界140ｶ国）

の民間団体加盟とも協力をしながら、人口・

家族計画分野の国際協力を行っているNGO(民

間公益団体）です。

例えば、その使用済みカード

90枚：雨期に屋外で活動する助産婦やフ

ィールドワーカーが履く長靴を一

足買うことができます。

220枚： トウモロコシの種1袋(25kg)を

買い、収種物は村人の主食とする

ことができます。

4800枚；助産婦1名を3週間トレーニング
し、無医村における安全な出産介

助と産前産後の指導ができるよう

になります。

29000枚：収種したトウモロコシの実を取る

ミリングマシーン1台か稲のもみ

取り機1台を購入することが出来

ます。

本日、ここに回収箱を持って参りました。今

後半年を目処に名古屋千種RCさんの例会の受
け付けに設置させていただく許可を得ました

ので、使用済みのプリペイドカードがありま

したらご協力のほどお願い申し上げます。

尚、この回収報告は、来年5月に開催され

ますRACの年次大会で発表されます。

タリアンの方から「名古屋名城ローターアク

トクラブは誕生したてであるので、何事にも
自己満足で終わらせず、良い意味で先輩クラ

ブの慣例から脱皮し、新たな「アクト」とい
うクラブライフを目指してほしい｡」というお

言葉を頂戴いたし、大変胸に響いております。

そして私はこのお言葉と地区代表のテーマ
をもとに『フレッシュだからできること』と

いうクラブ会長方針を掲げました。

今年度が発足初年度である当クラブは、何
もかもが白紙からのスタートのため、これか

ら描いていく 「名古屋名城ローターアクトク

ラブ」という線のために、数多くの諸先輩方

から教えて頂くことや、質問することも限度

なく許される一年であると思います。

また、新鮮な目で「ローターアクトクラブ」

ということを見ることができる一年であると

も思います。

『フレッシュだから･ ~･･･』の特権を存分に生

かして、国際ロータリー第2760地区10番目に

誕生した、我が名古屋名城ローターアクトク

ラブは、地区内・外に爽やかな新風を吹かせ、

吉田地区代表の「いつか振り返るときに、そ

の本来の意味が解るようなアクト活動」を目

指したいと思います。

皆様、今後ともご教導の程宜しくお願い申
し上げます。

へ

◇名城RAC田村真由美幹事ご挨拶

へ
ｰ

◎活動状況の報告を致します。

名古屋名城RACは、去る6月30日に36名の

チャーターメンバーを擁して、皆様のご指導

の下、創立総会を開催することができました。

その後、例会は原則として月第1 ・第3火

曜日7時より、名古屋不二パークホテルにて

行っております。4回の仮例会を終えました

現在、会員数は39名となり、地区lORACの中
では、最大会員数を擁しているクラブになり、

会員はそれぞれ個性があり、発言力、行動力
が養われている人ばかりで、今後素晴しいク
ラブになることを確信しております。

そして、認証状伝達式を来る9月24日（日）

－3－
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1 1996年用ノート式日記

ロータリー・ダイアリーのご案内

（寸法:A5判天地21ｾﾝﾁ×左右14.8ｾﾝﾁ) |
｜ 毎年、多大なご好評とお買上げをいただい’
'ている1996年用の「ロータリー・ダイアリー｣｜
|が、まもなく出来上がります。
I このダイアリーは、ロータリアンの皆様がl

l最も使いやすいように編集してある会員必携｜
｜のノート式日記です。おなじみの12カ月を彩｜
｜ る季節感あふれた美しい日本の風景24点の力｜
｜ ラー写真や問答形式による各月のロータリーI
｜情報、巻末のロータリー資料のかずかずが大I

|好評です。
｜ 巻末の資料には、ロータリーとは（誕生と｜
|成長､組織と機椛など)、ロータリー日本の歩｜
|み(小史)、歴代RI会長の指針(RIのテーマ)､｜

|地域別･国別･RC数．会員数一覧、日本のローI
｜ タリー現勢と都道府県別普及率、年度別クラ｜
｜ブ・会員増加数、RI公式機関紙と地域雑誌紹I
l介、ロータリー用語解説、RI出版物日本語版’
1文献一覧表などが、収録してあります。

|頒価 1部 1,000円+30円（消費税）
（送料別）

｜お申し込みはお早目に！

へ′･ﾍﾆｰ､～合一第111回ゴルフ会成績･へくい一合､一.や

（ベルグラビアカントリー8/23(木)）

RANKNAME Out lnGHcpNet

優勝松居敬二44 41 85 9 76

2位小林 明 51 47 98 19 79

3位釜谷健-57 48 105 25 80

B B吉田敬岳52 55 107 18 89

次回ハンディ 松居君 7

小林君17

（参加者6名）

蝿､圃唖吻噛画吻守ロータリーワールドより

キューバの児童免疫接種を助けた

ポリオ・プラス

今年の2月と4月にはキューバの2歳以下

の児童約457,000人に、ポリオとその他の病気

のための予防接種が施されました。対象の児

童の90%以上に予防接種を施すことが出来た

このキャンペーンは、数人の政府関係者と、

メキシコのポリオ・プラス委員会委員長であ

る元RI会長カルロス・カンセコ氏を含むそ

の他の人々によって、ハバナの総合診療所で

開始されたものです。この委員会は、キュー

バの免疫接種プログラムを援助しています。

キューバの厚生大臣フリオ・テハ・ペレツ

博士は、同国の予防接種投与の努力へのロー

タリーの貢献に対して感謝の意を表明しまし

た。 1993年には、ロータリー財団管理委員会

は、ワクチン提供のため、また、社会的動員

活動およびポリオの監視のために、キューバ

への5年間でUS$600,000のポリオ・プラス補

助金を承認しました。

ロータリーは、 1995年中に、推定130万服の

ポリオ・ワクチンを提供しています。また、

ロータリーは、キューバとメキシコの国旗、

国際ロータリーの旗、そして、 「キューバ

ーポリオのない国」というスローガンが印

刷されたTシャツを5,000枚寄付しました。

キューバの子供達は、歌、詩、短い手紙な

どで、予防接種キャンペーンに対する感謝を

表しました。カリクスト・ガルシア小学校を

代表して、ひとりの生徒が次のような手紙を

書きました。 「ロータリーの友達の皆さんは、

キューバの子供達が健康に育つことが出来る

ように、私達みんなのためにワクチンを提供

してくださいました。私達は、とても嬉しい

です。 『本当に、どうもありがとうございま

す」と言いたいと思います」
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◇例会変更のお知らせ

名古屋名駅RC 9/27(木)1.D.Mの為、ビア

レストラン、アサヒビァケ

ラー名古屋にて18時より

名古屋大須RC 9/28(木)親睦例会の為、名

古屋港より風流屋形船で船

遊び

名古屋西南RC 9/28(*)第1回1.D.Mの為、

名古屋クレストンホテルに
て

名古屋空港RC 10/2(月)夜間例会の為、ホ

テルキャッスルプラザにて

18時より

名古屋名東RC 10/3(火)職場例会の為､12時

半より（場所は未定）

◇次回例会（9月19日）

講演“21世紀に向けての医療画像”

富士井メディカルシステム㈱部長

岡律朗氏 （紹介堀江君）

へ
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