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小杉啓彰君、久野峯一君、黒野貞夫君、

松居敬二君、三輪康君、水野民也君、

永井正義君、中根三郎君、中山信夫君、

成田良治君、西野英樹君、西尾正巳君、

大口弘和君、鴬谷龍男君、佐久間良治君、

笹野義春君、杉山貞男君、上野保君、

魚津常義君、渡辺辰夫君、吉田敬岳君、

吉田節美君ガバナー訪問が済み、地区大

会も終わりました。皆様お疲れ様でした。

竹内眞三君、鷲野義明君林君、過日の

広報委員会では色々とお世話になり有難うご

ざいました。

青山敏郎君夫人誕生日祝い。

木全昭二君結婚記念日祝い。

◇釜谷幹事報告

1．次回例会終了後、指名委員会を開催致し

ますので指名委員会の方はお残り下さい。

◇ゴルフ会吉田(敬)幹事よりお知らせ

気象庁の長期予報で今年の冬は大変寒くな

るとの事でしたので、12～2月までのゴルフ会

は中止とさせて頂きます。

尚、 3月は恒例の5RC合同ゴルフ会で4月

には予定通り石野コースの方へ参りますので、

皆様密ってご参加下さい。

◇新入会員紹介

繋
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洲波“今年のプロ野球界”

東海ラジオアナウンサー

犬飼俊久氏 (紹介宮尾君）

議翻
◇“我等の生業”

◇出席報告

会員 69(68)名 出席 54名

出席率 79.41%

前々回 10月31日（修正出席率) 100%

◇ビジター紹介 2名

◇ニコボックス

吉田玄君新入です。よろしくお願い致し

ます。

池田隆君大きい声を出そう11

釜谷健一君吉田玄君を紹介させて頂きま

す。

小山雅弘君吉田敬岳さんゴルフ会欠席し

ます。ごめんなさい。

三好親君地区大会、とうとう最後まで居

ました。

太田茂君麻雀優勝有難う。

鈴木正男君ガバナー公式訪問行事を滞り

なく終えることができました。皆様のご協力

に感謝申し上げます。

鈴木理之君佐久間君、三好君お世話にな

りました。

和田正敏君ロータリーバッジを忘れた者

がロータリー財団について卓話します。

山本眞輔君ホームクラブ御無沙汰しまし

た。末娘が日展日本画に入選しました。

足立一成君、秋山茂則君、浅井誠寿君、

今西功一君、伊豫田博明君、河村政孝君、

へ
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推薦者釜谷健一

職業分類神社神道

委員会親睦活動

◇鈴木(正)会長挨拶

このたび、釜谷幹事のご紹介によって、新

しく吉田玄君が入会されました。会員一同心

から歓迎申しあげます。吉田君には、ロータ

リーという未知の世界で、最初のうちは、何

かと戸惑いを感じられることも多いと思われ

ますが、どうか一日も早く馴染んで頂いて､我々

と共にロータリー活動を楽しんで頂くよう期

待いたします。

さて、去る11月7日ガバナー公式訪問日の

諸行事は、理事、役員、会員皆様のご協力に

依り、滞りなく無事終了いたしました。どう

も有難うございました。深く感謝申しあげま

す。当日の会長幹事懇談会に於て、石川ガバ

ナーより頂いたご指導、ご助言の中に、皆様

にお伝えしたいことが有りますが、本日は時

間の制約がありますので、次の機会にご報告

申しあげます。

また、去る11月11,12日の両日にわたって開

催されました1995～96年度国|際ロータリー第

2760地区・地区大会には、当クラブより26名

という多数の会員が参加下さいまして有難う

ございました。ご協力に深く感謝申しあげま

す。大会は、東海ロータリークラブがホスト

となられ、「簡素で、さわやかな大会」を目指

して企画されたとのことですが、誠にそれに

ふさわしく素晴しい大会で深く感銘を受けて

帰って参りました。このあと参加された会員

のご報告をお聞き頂きたいと思います。

最後になりましたが、11月は「ロータリー財

団月間」であります。このあと和田委員長の

お話を承わることになっておりますが、ご承

知の通り、ロータリー財団の目標は、人道的

プログラム及び教育的プログラムに補助金を

呈することによって、世界の人々の間に理解

と友好関係を増進することにあります。その

重要性を認識され、財団への今後の一層のご

協力をお願いいたします。

”."....－.” ロータリー財団月間に因み:::::::=＝::鮒::：

◇和田ロータリー財団委員長報告

毎年11月には、全クラブが同時に財団月間

を実施します。この月間はクラブが財団プロ

グラムを支援、推進、参加する特別の期間で
す。又、今年度は「特別な挑戦」として国際

奉仕の中でクラブ会員全員がロータリー財団

に寄付して支持者となるポリオプラスに対し

て、財団を通して参加できる一つの方法であ
るとしている。

さて、私はロータリークラブに入会して何

年かたちますが、クラブ内の役をしてみて少

しはわかったような気がしています。しかし

世界的なロータリーについては、あまり理解

していません。私的な勉強の意味を含めてロー

タリー財団について記戦します（ロータリー

の友11号、ハーバートブラウンRI会長、参考)。

ロータリー財団は1917年(大正6年)アトラン

タの国際大会にてロータリー基金として発足、

1928年、この基金が｢ロータリー財団｣と名付

けられました。国際ロータリーとは別に組織

された非営利的財団法人である。当初の目的

は“世界の役に立つことをする”ロータリー

財団は人間性尊重の奉仕と親善を目標にした

世界屈指の機関へと発展した。人命を救い飢

餓を緩和し苦悩を和らげ、生活水準を向上さ

せてきた。目標は博愛、慈善教育又は、人道

的と言う特質をもつ明確かつ効果的なプロジ

ェクトの促進を通じて、さまざまな国の国民

との間に理解と友好的関係を深める事である。

個人として世界を変える能力や、その為の

機会をもてる人は、数多くいません。ロータ

リーを通じて力を合わせて協力する善意の人

間としてなら、私達は世界理解と平和の為に

よい方向へ導く事が出来ると思います。

当クラブではポールハリス33名、準ポール

ハリス35名の方がみえます。今年度は上記の

期を充分理解していただき最低100ドルを全員

寄付していただき、ロータリー財団を通じて

世界に貢献しよう。

11月7日ガバナー公式訪問に於いて“ベネ

ファクター協力会”が発足され、ロータリー

#l1立100周年にあたる2005年までに2億ドルの

基金を目標にしているとの事です。

これは将来にそなえての長期の資金であり
ます。一般寄付はシェアシステムによって3

年後に使われる短期資金です。

当クラブから年に一人はベネファクターと

なっていただきたいとの事で、皆様のご協力

をお願いします。

一

一

■
ミーーー第2760地区地区年次大会報告=＝=＝

11月11日(土)､12(日)於:東海市民体育館

☆国際奉仕委員長大口弘和君

出席義務者という事で大会第一日目に、小

林君、堀江君と共に珍道中の末会場へむかい

ました。…琵電.ﾛ …
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目からなる大会決議が採択されました。

午後に入り、青少年奉仕活動の紹介があり、

本大会のメーンでもある、石原慎太郎氏の識

演が行なわれました。「世界の中の日本」とい

う演題でありましたが、話は多岐にわたり、最

近の政治状況等を交えた、非常に興味深いも

のでした。

16時30分、点鐘により閉会したわけであり

ますが、私にとっては、初めての地区大会で

ありましたが「簡素だが、さわやかな大会」主

旨が、充分いかされた大会であったと思います。

良い経験となりました。

以上、簡単ですが、報告させていただきま

した。

ロータリーミーティングでは「これからの

会員増強」という事でパネルディスカッショ

ンがあり、コーディネータに地区幹事の神野

さん、アドバイザーとして石川ガバナー、蜂

谷パストガバナー、地区会員増強委員長の飯

田さんがみえ、パネラーとして数名のロータ

リアンがおみえになってました。ロータリー

の会合としては珍しく、パネラーの中に、私

よりやや年配といった感じの女性会員が2名

いらっしゃいました。

「何故、今会員増強か」という事で、アメリ

カでは現在ロータリアンが減少しつつあり、唯

一の例外として、韓国が10%のびている。ブ

ラウン会長が1クラブ3名の会員増強が必要

であると言っておられ、量か質かの問題はあ

るが、数は力となり、増強が必要である。そ

して、会員増強の2つの方法として、①新入

会員を増やす。②新クラブを設立する。いわ

ゆるこれは、会員増強とクラブの拡大の問題

となり、拡大の3つの方法として、①キーマ

ンがでてクラブを設立する。②キーマンがで

てクラブを設立し、軌道に乗ったら元のクラ

ブへ戻る。③クラブの中間(ロータリー歴)の

20名程がでて、新クラブを設立する、など大

筋ではありますが、以上の様な事が討議され

ました。まだ色々ありますが、時間の都合上、

第二日目にバトンタッチ致します。

☆二村聰君

1995年度、96年度、国際ロータリー第2760地

区、地区大会に出席させていただいた事につ

きまして、御報告をさせていただきます。

好天に恵まれた11月12日、東海市市民体育

館をメーン会場にして行なわれ、 9時より本

会議登録受付が開始されました。登録の受付

は、極めて合理的で簡単な手続きでなされ、受

付時の混乱はなく、スムーズに行なわれました。

9時57分、R.I会長代理、加美山節御夫妻を

登録者全員の拍手でお迎えした後、10時石川ガ

バナーの点錨により本会議が開催されました。

R.I会長代理、加美山節御夫妻の紹介、物故

会員追悼、出席クラブ紹介等の後、主催者あ

いさつとして、石川ガバナーの講話があり、本

大会における“簡素であれ”ということの意

義、又、本年度のテーマである「真心の行動」

｢慈愛の奉仕」「平和に挺身」についての話が

あり、とりわけ会員増強については強い要請

がなされました。

又、RI会長メッセージ並びに現況報告とし

て、R.I会長代理より各国の現況の話がありま

したが、ここでもやはり、会員増強が主な話

でありました。

その後、数々の報告、また表彰の後、八項

◇ロータリーワールドより

ロータリー財団月間

11月はロータリー財団月間です。みなさん

のロータリークラブでも、国際親善奨学生、研

究グループ交換、同額補助金、平和プログラ

ムなどロータリー財団のプログラムについて

会員を啓もうする、特別紹介プログラムを実

施してください。

カルガリーヘどうぞ

1996年6月23日から26日までカナダ・アル

バータ州カルガリーで開かれるRI国際大会に

ぜひ参加されるよう、ブラウン会長はロータ

リアンやご家族に呼びかけておられます。早

く参加登録をされますと登録料が割引になる

だけでなく、良いホテルを選べます。

一
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RANK NAME

優勝 太田 茂

2位 秋山茂則

3位 今西功一

B B 竹内眞三

封〃ﾌ…環"”
松楓閣11/7(火))
MARK

＋44，800

＋29，200

+17,200

－29，100
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◇例会変更のお知らせ

あまRC 11/27(月)夜間例会の為、名

鉄グランドホテルにて18時

より

名古屋和合RC 12/6(水)年末会員家族懇親

会の為、ホテルナゴヤキャッ

スルにて

名古屋中RC 12/11(月)夫妻忘年会の為、

名古屋観光ホテルにて

名古屋栄RC 12/11(月)12:30より

◇次回例会（11月28日）

優良職員表彰

識話千種警察署 警部補荻原信彦氏
名古屋拘置所副看守長田中信彦氏
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ハーバードG.ブラウン国際ロータリー会長が全ロータリアンの献身を促すビジョン宣言

健全な家庭を築く要素を培う
lIllIlIIIillIlII1IlIIIIIIlllllIlIIIlillIIIIIlIlIlIIlllIIIIIllIIllIiIIIIIIIIlIIlIllIIIIII1IIIIlIIllIlllllIllIII111IllIlIIIIIiIII1IlIllIIIIIII1

ができます。配偶者虐待や虐待児の被害者は、

私達の助けを必要としており、加害者と同様、

回復の過程は、長期にわたるリハビリテーシ

ョンを必要とします。

家庭の安定性を強化するプロジェクトの開

発を、会員に動機付ける方法のひとつとして、

以下の項目を、ロータリー・クラブ会報に掲

載することができます。

健全な家庭は、争いを解決します。

脆い家族の絆を強化することは、意見の相違

を平和的に解決し、絶え間のない争いによっ

て形成される破壊的な雰囲気を回避すること

になります。自分が間違っていた時には謝り、

家族の欠点を許容し、異なった意見をも受容

し、相手を励ますことは、家庭内の平和の土

台を築くこととなり、それが、究極的には、社

会の平和をもたらすことになります。

健全な家庭は、コミュニケーションを大切に

します。 お互いに話合い、気持ちを表現

し、批判的態度を避ける雰囲気を家庭内に作

り上げることが、家庭内のストレスや誤解を

克服するための主要な要素です。子供達が、家

庭内での意思決定に参加することができれば、

指導者としての技術を、早くから身に付ける

ことができます。最も重要なのは、子供も親

も、同様に、家庭生活の中で、有意義な役割

と家族への帰属感を持つことが必要であると

いう点です。

一

健全な家庭は、薬物とアルコールを濫用しま

せん。 疑いや不安を解消する方法として

薬物やアルコールを用いることを避けること

によって、子供達に対して模範を示さなけれ

ばなりません。若者達に薬物の試験的使用を

避けさせるには、健全な活動と教育が伴った

強い家族の絆が必要です。初めは無害な行為

と見えることが、中毒へと発展し、自分自身

と家族にとって悲劇を生み出すということを、

若者達に自覚させることが非常に重要です。

健全な家庭は、一緒に過ごす時間を持ちます。

一緒に時を過ごすことは、家族のメンバーが、

お互いの価値を認めるのを助けます。一緒に

食事をしたり、礼拝に参列したり、宗教的、社

交的活動や、学校での活動へ参加したりする

など、一緒に過ごす時間を作るように特に努

力することによって、共通の経験と価値観を

築き上げて行くことができます。

健全な家庭は、寛容を実践します。

世界の中であろうと、家庭の中であろうと、乱

用された力が他者に意思を強制するとき、危

険な状況が生まれます。他人の意見に敬意を

払い、人々の中に善意を認め、人々の多様性

を認識し、それぞれの相違点を維持しながら

もお互いに寛容な態度をとるという能力が、より

良い家庭、より良い世界を形成して行くのです。

一

健全な家庭は、尊敬と規律の念を培います。

各自の行動に明確で納得の行く裏付けを与え

ることは、愛の表現のひとつです。なぜなら、

それは、自制心という必要不可欠な美徳を植

え付けるからです。理想的には、子供達が家

庭内でのきまりを弁え、親達は、それを守る

義務があることを徹底させることです。けれ

ども、厳しすぎる懲罰は、全く逆効果で、怒

りと悲痛をもたらすだけに終わります。
健全な家庭は、思いやりを奨励します。

子供達は、幼少のころから、思いやりの行為

が、他人と自分の双方に喜びをもたらすこと

を習うべきです。子供達に感謝の気持ちを表

現したり、心からの褒め言葉を与える親達は、

子供達に、思いやりと感謝の念を植え付けて

いるのです。

健全な家庭には、虐待は存在しません。

慈愛、尊敬、思いやりが、家庭の調和にとっ

て必要不可欠な要素です。ロータリー・クラ

ブは、法廷や社会的行動の分野の専門家と協

力しつつ、家庭内で虐待や暴力へと発展する

可能性のある状況を回避するのを助けること
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