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

l995～96年度RI会長ハーバート．G･ブラウン

No. 39

鴬谷龍男君、笹野義春君、鈴木正男君、

竹内眞三君、田中昭二君、谷口 優君、

上野 保君、魚津常義君、渡辺辰夫君、

吉田敬岳君、吉田 玄君

ポカポカ|陽気に誘われニコポックス

足立一成君夫人誕生日祝い。

中山信夫君結婚記念日祝い。

◇釜谷幹事報告

1．本日例会終了後、次年度クラブアセンブ

リーを開催致しますので担当者は、百合の

間にお集まり下さい。

2．次回例会に、 5月7日で4月30日は休会

となりますので、お間違いのないようご出

席~ﾄさい。

◇鈴木(正)会長挨拶

もうすぐ、ゴールデンウイークです｡4月30

日(火)は、当クラブ定款の規定により休会と

しておりますので、次回例会は大型連休明け

の5月7日となります。

東海地方では、 トヨタ自動車の-'一連休を始

めとして、他の大手も九連休、八連休または

七連休と、ほぼ前年並みにまとまった休みを

実施する企業が多いようでありますが、そう

でもない企業の方がまだまだ多いのではない

でしょうか。特に、中小企業には、未だ景気

回復感は乏しく、せいぜい暦どおりの飛び石

連休が多いと思われます。消費者も、同様に

景気回復後の実感は乏しく、大型連休を利用

した楽しい旅行も、昨年並みに「安・近・短」

に落ち着きそうであります。

幸い、今年のゴールデンウイークは、好天

に恵まれ行楽日和が続くようです。皆さんも

夫々、既に楽しいプランを樹てておられるこ

とと存じます。どうか、この間に心身共に大

いにリフレッシュして頂きまして、次回例会

には、お元気なお姿で出席されますことを希

っております。

へ

講演“地球環境問題への参加の仕方”

㈱PES建築環境設計代表取締役社長

石黒隆敏氏 （紹介石黒君）

;…．…………先週の記録､．……雷…雷･雷；
瞳鰹貝善遥盛驚鰻里鰄頚…』
◇‘奉仕の理想”

◇出席報告

会員 68(67)名 出脈 51名

出席率 76.12％

前々回 4月9日（修正出席率） 98.48％

◇ニコボックス

三輪 康君いい事がありました。

佐久間良治君4/18中京ゴルフクラブで行わ

れたRCゴルフコンペでイーグルがとれました。

18番ロングホール第3打、残り110ヤード、9番

アイアンでした。

舎人経昭君この度は私事リラクゼイショ

ン銭湯｢あさひの零｣竣工内雌会にはお忙し
い所ご出席賜り、誠にありがとうございまし
た。心よりお礼申し上げます。

津牧孝臣君早退します。

和田正敏君長女が医師国家試験合格しま

した。4/19より東京女子医大病院で研修を開

始しました。早退します。

山本眞輔君家の庭に真紅のチューリップ

が咲きました。結婚記念日祝い。

二村 聰君、石黒正則君、伊豫田博明君、

釜谷健一君、河村政孝君、菊池昭元君、

小林 明君、小杉啓彰君、久保田晧君、

宮尾紘司君、水野賀績君、永井正義君、

中根三郎君、西川豊長君、西野英樹君、
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◇4月度理事会議題

1．新入会員候補者の件

，､,､,､,､,v､,､,､,､,､,第115回ゴルフ会成績､"､,､'､'､'､'､ﾊｰ､'、

（中京ゴルフ 4/18(木))

RANKNAMEOut In GHcpNet

優勝成田良治48 42 90 29 61

2位佐久間良治43 38 81 17 64

3位田中昭二43 45 88 17 71

BB永井正義47 45 92 90 83

次回ハンディ

成田君18田中君16佐久間君10

（参加者14名）

～～～～～地区協議会開催間近～～～～･－、

ﾎｽﾄｸﾗﾌ小牧R｡ Il

l鯛雫淡｡蕊‘…’ 1
9:30～10:30 1

1本会議及び分科会 10:30～15:15 1
1場所本会議小牧市民会館 i
l 4"4=g4IEM""g l分科会委員会により異なる

1
1．出臓義務者
， 次期ｸﾗﾌ会長 西川豊長君1
1 次期ｸﾗﾌ幹事 中山信夫君i
l 次期クラブ奉仕委員長 吉田節美君1

1 次"l会員増強剛委員長 和田正敏君｛1 次期職業奉仕委員長
鱸麓！｜ 次螂社会奉仕副委員長

1 次柵青少年活動委員長 西野英樹君1
1 次期RAC委員長 津牧孝臣君1
1 次期環境保全委員長 魚津常義君1

1 次期園際奉仕委員長 鴬谷鯛男君｜
｜ 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長懲灌！1 次期米山奨学委員長
｛ 出聯義務着はお忘…よう､よろしくおI
1 願いします。 I
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◇例会変更のお知らせ
名古屋東RC 5/13(月)名城RACとの合

同夜間例会の為

名古屋昭和RC 5/13(月)春季会員夫人懇親

会の為、 5/14(火)八事、八

勝館にて

名古屋大鑿RC 5/16(木)夜間例会の為、プ

リンセスガーデンホテルにて

名古屋北RC 5/17(金)1.D.Mの為、 5/

16(木)か茂免にて17時半より

名古屋空港RC 5/20(月)春の家族会の為、

5／18(土)知多方面へ

名古屋東RC 5/20(月)春季懇親会の為、

5/22(水)八事、八勝館にて

名古屋名東RC 5/21(火)春の家族会の為、

5/19(日)長浜、彦根方面へ

◇次回例会（5月14日）

地区協議会報告

◇講 演

“からくり人形について'，

萬屋文造氏 (紹介宮尾君）

五年程前に有松にある山車会館に行き八代

目が寄贈した人形に感動して電話したのをき

っかけに人形づくりをはじめました。当初は

趣味程度で毎週日曜日に通ってました。胴は

何とかできたのですが頭がどうしてもうまく

いかず、悩んだ末、一年後入門致しました。

玉屋というのは御器所にあり、260年の伝統

を持ち愛知県を中心に活動してる所ですが、師

匠はそこの八代目で玉屋庄兵衛という名前で

したが、玉屋という名前だと伝統に縛られ修

理がメインで自分の人形がつくれない、とい

う思いから、病気をきっかけに九代目を弟に

被り、初代萬屋仁兵術となり、私も萬屋文造

の名前をもらい新しい工房を開くため故郷に

戻ってきたのですが、引っ越しを待たずに他

界いたしました。

現在私を含めて3人の弟子と師匠の奥さんで

工房をやっておりますが、萬屋の名前を200年、

それ以上続けていけるよう皆で力を合わせて

頑張ろうと思っておりますので、これからも

応援をよろしくお願い致します。
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神野氏よりからくり人形の仕かけを説明頂く。

,､,､ﾊ,､,､,､,､,､,､,､,第114回ゴルフ会成績､,､,､ﾊ,､,､,､,､,､ハハ

（藤岡CC 3/7(木))

RANKNAMEOut ln GHcp Net

優勝木全昭二47 43 90 20 70

2位永井正義39 43 82 9 73

3位田中昭二44 48 92 17 75

BB吉田敬岳52 56 108 18 90

次回ハンディ

木全君14永井君8 （参加者 13名）

－2－


