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真心の行動慈愛の奉仕平和に挺身
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また、私共のスポンサークラブである和合

クラブの会長さんより先にご挨拶させて頂く

ことを、どうかお赦し願いたいと存じます。

春らんまんの借景が美しい当会場で毎年開

かれる合同例会を、私共は非常に意義深いも

のと考えております。

名東クラブ生みの親である和合クラブ、そ

のまた親の東クラブ、兄弟クラブの千種・昭

和と、いわば身内クラブの皆様と一堂に会し、

和やかな交流のうちにロータリアンの友情と

奉仕について様々なご示唆を頂ける貴重な機

会と考えるからであります。今日もよろしく

お願いします。

さて、今年度も最終の3カ月に入りました

ので、 4月5日〆切でガバナー恥務所へ出す

ため、RIブラウン会長のいくつかの課題に応

える報告を昨日まとめましたら、四大奉仕の

数々の課題に対してクリヤーできた項目は22

となりました。

特に会員増強については、年度初めに67名

の会員数を17名増強、死亡等の退会3名を引

いた純増分は14名で81名になりました。その

うち3名の女性会員も初めて入会して貰いまし

た。なお今月中に4名(女性1名)の入会を予

定しており、お陰様で当初計画した85名の会

員数に到達いたします。

前年度末に提唱し、誕生させた県立千種高

校インターアクトクラブも順調に成長しています。

このような近況を申し上げられるのも、日頃

からの皆様方のご支援によるお陰であります。

霧灘
へ

委員会報告太田雑誌委員長

騒騒蕊篭…
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東､和合､名東､昭和､千種5RC合同例会

◇“君が代”

◇“奉仕の理想”

◇名古屋東RC千田会長エレクト挨拶

残念ながら私はエレクトです。私どもの会

長は梅村と申しまして、中京大学におります。

副会長が山田と申しまして、中部大学におり

ます。2人とも今日は、桜咲く花の下で入学

式をなさっているそうです。そのため、私が

ご挨拶をさせて頂くことになりました。

梅村会長は皆様方にお目にかかってお願い

を申し上げたいと申しておったのですが、実

は来年3月10日に私どもの会員である古川さ

んが分区代理になりまして1.M.を主催させて

頂きます。お仲間でございますので、是非と

も、本日お集まりの皆様方は御出で頂きたい

とお願いをせよということでございますので、

成り代わってお願いを申し上げます。

私はエレクトですので来年もここに参りま

す。会長としての挨拶はその時にしまして、本

日はお願いをしまして終わらせて頂きます。

一

◇名古屋千種RC鈴木(正)会長挨拶

先月29日に開花宣言されました当地名古屋

の桜も、間もなく満開も近い本日、こうして

名古屋城の桜を眼下に礎でながら5RC合同例

会が開催できましたことは、ご同腿の至りで

あります。

今回ホスト役を務めて頂きました名古屋和

合RCの皆様に深く感謝申しあげます。

◇名古屋名東RC小川会長挨拶

皆さん今日は。名東ロータリークラブの小

川でございます。本日、 5ロータリーの合同

例会を盛大に催して頂いた和合ロータリーク

ラブの、柴崎会長はじめ会員の皆様、まこと

にご苦労様であります。まずもって心からお

礼申し上げます。
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私たち5RC合同例会は、名古屋東RCさん

を親として、4RCの兄弟と共に、こうして年

1回開催され、お互いの友情を深め合ってき

ておりますが、昨年度末から本年度初めにか

けて相次いで誕生いたしました名古屋名城RAC、

県立千種高校IAC、名短大付属高校IACの単

独又は合同提唱クラブとして5RCが夫々共に

参加したことにより、私たち5RCは、単に友

情を保ち合う関係から一歩進んだ新しい関係

に入ったように思います。これからは、私た

ち5RCは、RAC、 IACの提唱クラブとして、

共に相協力して奉仕活動を続けてゆくことに

なりました。

私たちが、お互いに培ってきた親子兄弟ク

ラブとしての友情は、これらの新しい奉仕活

動に大いに生かされてくるものと信じており

ます。

また、この新しい奉仕活動に、共に協力し

参加してゆくことによって、私たち5RC間の

コミュニケーションは今後強化され、それが

また会員相互間の友情の更なる深まりにと発

展してゆくことを期待申しあげる次第であり

ます。

最後になりましたが、これらRAC、IACの

誕生に当り、強力なリーダーシップを発揮さ

れて我々を啓蒙し、指導された峰谷前ガバナー

には、心から深甚の敬意と感謝を表したいと

思います。また、名短大付属高校IACの主管

提唱クラブとなって頂いております名古屋東

RCさんには、その誕生及びその後のお骨折り

に対し深く感謝申しあげますと共に今後共ご

指導の程よろしくお願い申しあげます。

って、なおかくしゃくとして活躍しておいで

になる方も居られ、私もあやかりたいと思っ

て居ります。

しかしながら、ロータリークラブ20年、30年

先を展望しますと、今後入会されるのは、出

来るだけ若い会員に越した事はございません。

来期は和合ロータリークラブ殿が子クラブ

を作られるそうです。

本日、お集まりのロータリアンの皆様方若

いピチピチした会員候補がおいでになりまし

たら、今の内に若い昭和クラブに御推挙下さ

ることをお願いして御挨拶といたします。

名古屋和合RC柴崎会長挨拶

本日は恒例の5クラブ合同の例会であります。

ビジターの皆様、各クラブのメンバーの皆様、

よくおいで頂きました。

日頃は各クラブの皆様方には何かと御協力

頂いておりますが、別して、昨年よりスター

トした2つのインターアクト及びローター・ア

クトについて大変お世話になり有難くお礼申

し上げます。

本日は4月初の例会となります。明日4日

は陰暦24節気の｢清明｣(せいめい)に当たります。

清明は清浄明潔を略したものといわれ春先

の清らかで生き生きとした様子をいったもの

であります。

4月に入れば各地の神社、仏閣で色々の祭

りが行われます。

当地愛知県では、尾張一宮市の真清田神社

において、真清田桃花祭又は短冊祭(たんざく

まつり)が、今日4月3日に行われます。

神饅にのせた三宝ごとに桃の花を添えるの

で、この名があります。当日はその他にこの

日献詠した短冊を神前に供えますので短冊祭

の名があります。

春の喜びはキリスト教国もまた同じで､イース

ターのクライマックスであるイースター・サンデー

は今年は次の日I曜日、4月7日となります。

日本人は異教徒でもクリスマスを祝うよう

に、イースターになると色を付けた卵や卵形

のチョコレート等がデパートのお菓子売場で

見られます。イースターはもともとはユダヤ

教の過ぎ越しの祭りがキリスト教のキリスト

の死と復活を記念する祭りとなったものです

が、キリスト教がチュートン人に伝わった時

に土着の春分祭と融合し現在の形になったも

ので、春分の日のあとの最初の満月(明日4日

が満月です)直後の日I服日に当たります。

司馬遼太郎さんが亡くなられてから早や1

ケ月になります。司馬さんの著作の中で日本

人の優れたところの一つに「和」の精神、大

らかな調和の糖神があると書かれています。人

間と人間と、或は人と物との関係を対立の関

◇名古屋和合RC

一

◇名古屋昭和RC 自見会長挨拶
昭和ロータリークラブの自見でございます。

東ロータリークラブ殿の末っ子として、 5

ロータリークラブの合同例会に出席させてい

ただくのも、4回目になりました。

親クラブ殿を初めとしまして先輩クラブの

皆様の御指導と当クラブ会員の努力により、よ

いクラブとして定着してまいりました。

先週のロータリーワールドにもブラウン会

長の本年度の再優先の目標が、会員の増強で

あると強調されて居ります。

当クラブは発足時65名その後、少し会員が

増えて70名を境にしてプラスマイナス1～2

名の範囲で会員数が落ちついて居ります。何

とか80名を目標にと努力しておりますが、時

勢の波に押されてなかなか思うに任せません。

尚当クラブの会員の平均年齢は54.2才であ

ります。

長い将来を見ますと会員の年齢も考えて行

かねばなりません。私の様に大正。昭和．平

成の3代を生きて居る人、中には4代にわた

一
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どうぞそれまでの間、皆様方におかれまし

てはよろしくご指導、ご支援のほどお願い申

し上げます。

一、懇親会一

◇乾杯

名古屋和合RC相羽初代会長

係で見ない。その良い例の一つが日本の土着
の宗教である八百萬神々(やおよるずのかみが

み)と渡来した仏教とを巧みに融合する、所謂

｢本地垂迩｣(ほんちすいじゃく）の説です。（例
えば八幡大菩薩などは､八幡神と菩薩とを融合）

司馬さんの「明治の精神」とは、徳川後半

期には一般民衆の間にも教育が普及し、主と

して儒教の教えである勤勉とか公に尽すと云

う気風が、明治維新前後に欧米、殊に米国か

ら伝わった当時は若々しかったプロテスタン

トの精神と旨く融け合って、明治の気風とか

気概を作ったと云われています。

神も仏もキリストも、日本の社会では何と
なく夫々処を得て今日の我々社会を作ってい

ます。司馬さん流に謂えば、これが日本人の

知恵かも知れません。

ロータリーはもともと奉仕と仲間の和を蒐

めた組織でもあります。ロータリーの和を、ま

すます内と外とに広げたいものです。

◇出席報告

会員

出席率

前々回

68名 出席 46名

67.65％

3月19日（修正出席率) 98.53%

◇ビジター数紹介 57名(4/2）

◇ニコボックス

水野民也君桜三分満の金婚初リング!！

秋山茂則君、二村聰君、伊豫田博明君、

釜谷健一君、河村政孝君、菊池昭元君、

木全昭二君、小杉啓彰君、小山雅弘君、

小坂井盛雄君、黒野貞夫君、松居敬二君、

三好親君、中山信夫君、西川豊長君、

西尾正巳君、大谷和雄君、佐久間良治君、

笹野義春君、鈴木正男君、鈴木理之君、

田部井良和君、田中昭二君、谷口優君、

舎人経昭君、津牧孝臣君、上野保君、

魚津常義君、吉田節美君桜がチラホラ1

でも寒くてかわいそう。がんばって咲いて！ ！

へ

◇次期ホストクラブ名東RC小川会長挨拶

次期5RC合同例会のホストということで、

大変光栄に感じております。先輩の諸クラブ

の方々が今までおやりになりました合同例会、

これをお手本として学びまして、粗相のない

ように、会員一同真心を込めて準備させてい

ただくという所存でおりますが、来年は4月

22日（火）このホテルナゴヤキヤッスルにお

いて開催という予定が決まっております。

先週の記録…寄畢曾鍾電逐侭趣

(京都都をどり）平成8年4月9日（火） 晴春季家族会第660回

◇出席報告

会員

出席率

前々回

68名 出席 16名

23.53％

3月26日（修正出席率） 98.53％

一

◇ビジター数紹介 52名

◇鈴木(理)親睦活動委員長挨拶
本日は御夫人にも多数御出席頂き有難うご

ざいました。

今回は京の春で都をどりを観覧し、自由に

散策頂くよう計画致しましたので、天気を心

配しておりましたが、幸い良い気候に恵まれ

ホッといたしました。

どうぞ今日一日仕事の事は忘れ、のんびり

楽しんでお帰り下さい。

会です。

遠路にも拘らず、奥様方も多数ご参加下さ

いまして、お陰でこうして楽しく開催できま

したことを嬉しく存じます。

現地集合ということで、松居君にお世話を

願って、ここ祇園の由緒あるお茶屋「広島家」

に集合して頂きました。松居君、どうもあり

がとうございました。

これから、ここで昼食の楽しいひとときを

◇鈴木(正)会長挨拶

皆さん、今日は。今や春らんまん、桜も満

開に近い千年の古都京都を訪れての春季家族
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過して頂いたあと、全員揃って本日のメイン

プログラム「都をどり」を観劇いたします。

そのあと、自由解散となりますが、折角の

好天気に恵まれておりますので、お時間が許

せば、京の街の春の風情も十分に満喫してお

帰り頂くのもよろしいかと存じます。

最後になりましたが、鈴木委員長はじめ親

睦委員会皆さんの、ゆき届いたお心配りと、お

骨折りに対し、深く感謝申しあげます。

､'､'､'シ､'､'､～､'､～､へ◇◇◇、ﾊ'､'､'写､'､～､～､－

春季家族会は、会員16名、御夫人12名の参

加を得､12時祇園のお茶屋「鹿島屋」にて集合、

西川会長エレクト乾杯で懇親会となりました。

祇園の芸妓、舞妓の絢燗豪華な舞台（時々

いねむり）を終え、自由解散となりました。

－ロータリーワールドより－

4月は、雑誌月間です！
あなたのクラブは、ザ・ロータリアン誌、ま

たは、28種類のロータリー地域雑誌への定期講

読を寄贈したことがありますか？ たった米

貨12ドル(または、地域雑誌の価格)で、あな

たのクラブは、病院、図書館、学校、医院、ま

たは、地域社会の住人に雑誌を読んでもらえ

るその他の場所のために、 1年間の定期講読

を脳入することができます。

ロータリアンがザ・ロータリアン誌や地域

雑誌を推進するよう奨励される雑誌月間であ

る4月には、定期講読の寄贈は、特にふさわし

い贈り物と言えます。昨年、米国イリノイ州

のロックフォード・ロータリー・クラブは、地

域社会の施設とアフリカ、アジア、ヨーロッ

パ、南アメリカの14カ国に対して380口の定期

識読を寄贈しました。インド、ケララのトリ

バンドラム・コウディアー・ロータリー・ク

ラブは、 トリバンドラム図書館に、ザ・ロー

タリアン誌と、インドの地域雑誌RotaryNews

の定期識読を寄贈しました。

ザ・ロータリアン誌の寄贈の申し込みは、

CirculationDepartmentのMayLiに電話

で注文してください。電話番号は(847)866-3169

です。地域雑誌の連絡担当者については、RI

公式名簿の31ページをご参照ください。
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芸妓さんのお酌で気分良く、少し飲み過ぎ

た方も。

14時より桜と美を競う「都をどり」を観覧。

~

◇例会変更のお知らせ

名古屋東南RC 4/25(木)春季家族会の為、名

鉄ホールにて12時より

名古屋守山RC 4/25(木)春の家族会の為、京

都嵐山、吉兆にて

名古屋和合RC 5/8(水)春の家族会の為、ホ

テルナゴヤキャッスルにて18

時より

◇次回例会（4月23日）

諦演“からくり人形について”

萬屋文造氏（紹介宮尾君）

お茶席でお手前をしている芸妓さんが彼の

有名な佳っ乃さんで一瞬、響動が。

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません）

4月30日（火）名古屋RC

5月1日（水） 名古屋名北RC

5月3日（金） 名古屋北RC
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