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竹内眞三君、谷口優君、津牧孝臣君、

和田正敏君、渡辺辰夫君

五月晴れ今日もさわやかニコボックス

◇小山幹事報告

1．次回例会終了後、理事役員会を|；M催いた

しますので理事役員はお残り下さい。

2. 1995～96年度ロータリー手帳が来て居り

ますのでお帰りにお持ち下さい。

◇吉田（節）副会長挨拶

去る5月9日、例会の終りましたあと、千種

ロータリークラブの松励斑境保全委員長始め

委員の皆様のお骨折りに依り、名古屋市へ緑

の潤いと環境保全を兼ねて、千種区の猫ヶ洞公

園につつじの苗木を贈り、その贈呈式に会長

の代理として行って参りました。

私、名古屋に住みついて40数年の歳月が過

ぎましたが、この公園を訪れるのは初めてで

ございまして、広々とした公園内はさんさん

と輝く五月の太陽のもと、まばゆい位の新緑

がとても美しく、池にはたくさんの人が釣糸

をたれて居り、名古屋の街の中にもこんな所

があるんだなあと感心致しました。

我が千秘RCの環境保全事業としては大変に

意義のある邪業であると、委員の皆様のご識

力に対して改めてご苦労様とお礼を申し上げ

ます次第であります。

さて環境保全の問題が出て参りましたので、

本月は若干こんな問題についてふれて見たい

と思います。

最近とみに地球環境の問題が大きくクロー

ズアップされる様になりましたたが、石油化

学の誘導品を業としている我々としましては、

石油及びその誘導品自体、諸悪の根源の様に

云れて居りますので、我々として大変気にな

る問題であります。では石油等の化石燃料と

地球の温暖化とはどの様な関係があるかに就

いて見てみますと、大気中の二酸化炭素(CO2)

や、メタン(CH:)フロン(C"HIClmFn)等は地

球表面から放射される熱を吸収して大気にた

#…雷………きようの例会………雪：
:罵塑率襄蕊驫製貝蝋蘂…ボョ

諦演“夢さえあれば”

エッセイスト

内藤洋子さん （紹介堀江君）

溌瀧蕊襲襄顛
◇“それでこそロータリー”

◇ビジター紹介 3名

◇出席報告

会員 69(67)名 出恥 48名

出席率 71.64%

前回 5月16日（修正出席率) 100%

◇ニコボックス

名古屋東RC本多満君

五月'1瀞れ今日もさわやかニコボックス

浅井誠寿君家康公産湯井若葉明か

りかな

松居敬二君本日早退します。

鈴木正男君本日は先日の地区協議会の経

過についてご報告させて頂きます。

舎人経昭君昨日の地区協議会に出席しま

した。色々勉強になり、ありがとうございま

した。

吉田節美君会長代理です。よろしく

秋山茂則君、笹野義春君

五月晴れ今日もさわやかニコボックス

早退します

小山雅弘君、小坂井盛雄君、永井正義君、

吉田敬岳君今日は良いお天気になりました。

足立一成君、二村聰君、今西功一君、

石黒正則君、釜谷健一君、河村政孝君、

小杉啓彰君、久保田晧君、三好親君、

西野英樹君、岡島常男君、太田茂君、

鷺谷龍男君、佐久間良治君、杉山貞男君、
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めこむ作用があるので、 こられのガスを温室

効果ガスと呼ばれて居ります。このガスの溌

度が高くなると地球表面の温度が高くなり、海

水面の上昇や砂漠化の進行を招くと云う事で

大変心配されて居る訳です。 この温室効果ガ

スの排出量の約50％はCOzに依るもので、 し

かもその約80％は石油、石炭、天然ガスの燃

焼に依るものとされて居ります。

地球温暖化の問題は、我々が電気ガス灯油

ガソリン等を使う事に依り、直接間接にもた

らされるものであり、我々の生産消費活動の

拡大が大きな要因になって居ります。

では温暖化防止の為には、 これ等の燃料の

使用を減らせば良いかと云うと唯これだけで

は問題の解決には芯りません。

我が国を含め世界全体が石油石炭等の化石

燃料に大きく依存して居る現在では、その使

用を抑制することは、世界経済や我々の生活

に大き芯影響を及ぼす事は間違いないからで

あります。従って経済的な発展を維持し乍ら、

化石燃料の使用を抑制し地球温暖化を防止す

ると云う大変むつかしい問題に取り組まなけ

ればなら芯いのです。そしてこの問題は、我

が国だけで解決出来るものではなく、世界の

すべての国々と協調協力していく必要があり、

石油化学産業のみ芯らず、全ての人々が色々

な環境保全対策を識じ進めているのが現状で

あります。

確かに人類は飛躍的な進歩と成長を遂げて

参り、文明を築いたかも知れませんが、今そ

の築いた科学文明が、どこか不完全である事

に気がつき始めた様でございまして、今云れ

ている環境保護意識の高まりや、 自然指向へ

のニーズなども、人類の更なる成長への第一

歩と云えるかも知れません。

だとしたら、そんな中での人類の在り方も

もう一度見つ坊直し自分たちが今何が出来る

かを考えることが進歩と成長への第一歩かも

知れません。

の説明、地区方針等、又次年度は地区とし

てのプロジェクトを持ち合わせてい救いので

メーキャップニコボックスは各クラブで利用

を考えてほしい。災害基金として利用するの

も一案では葱いかとのご意見もありました。

最後にキーワードとして出来るだけ簡素にし

て行き度いと結ばれました。

午後の第一分科会（会長・幹事）では蜂谷

ガバナーがリーダーで石川ガバナーノミニー

をサブリーダーとして約2時間にわたり基本方

針説明予算案の説明と承認が行われました。

この分科会で印象に残ったことは石川ガバナー

ノミニーの言葉の中でクラブ運営についてロー

タリーには原理原則があるので基準を守って

時計の振り子の様に右に振れた場合は左にも

どし左の場合は右にもどす毎<進むのが良い

と云う事でした。

各分科会終了後の本会謡では次期ホストク

ラブ小牧ロータリークラブの紹介があり 「手

に手つないで」を歌って閉会しました。

全体の印象としては地区協議会はガバナーノ

ミニーの基本方針説明会であり主催ホストク

ラブにとっては規模は1Mより大きいがパーテ

ィーも無く負荷は軽い様に見うけました。

◎次期会長 鈴木正男君

去る5月20日開催の地区協議会の全体会議・

会長幹事分科会に於て発表された石川和昌ガ

バナーノミニーの「新年度目標」について紙

面の都合もあり簡単にご報告します。

先づ、新年度RIのテーマ「真心の行動」「慈

愛の奉仕」「平和への挺身」について、これら

は心の問題であって、芯すべき行動として①

会員の増強②ポリオ・プラスに積極的に各ク

ラブが取り組んで成果を挙げて欲しいという

のがRI会長ハーバート.G.ブラウン氏の興意で

あると解説されました。

次に、石川ガバナーノミニーの新年度方針

については①会員増強②ポリオプラス③メー

キャップニコボックスは新年度は地区として

は取扱わず今後の取扱いは各クラブの自主性

に委ねる。④地区大会・1M等諸催物は簡素に

行うこと。⑤新年度のガバナー訪問はガバナー

が単独で訪問する。以上を主な柱として新方

針の発表がありました。詳細についてはまた

機会を得て順次ご報告をいたします。

◎次期クラブ奉仕委員長 浅井城寿君

会員増強：当地区としてば、先ず会員が減ら

葱いこと、すなわち退会を無くし、良質の会

員の加入を図ることを基本に据えて会員の増

強に戒果を挙げたい。

親睦活動：奉仕活動の活性化のために親睦活

動がある。親睦活動の基本は心のこもった挨

拶、ウイットに富んだ会話・親切・礼儀・合

唱・紳士の思感などである。

へ

へ

報謡舗認識第2760地区地区協議会報告罐詫蕊認認
於：5月20日(土)ナゴヤキヤッスル

◎次期幹事 釜谷健一君

1995～96年度の為の国際ロータリー第2760

地区協議会が名古屋東南RCをホストとして73

クラブ1,395名が出席して開臘されました。

当クラブからは鈴木次期会長を始め15名と特

別代表者として大谷名古屋第2分区代理が出席
しました。

午前の本会議に於て石川ガバナーノミニー

が「新しい年度の目標について」と題して講

演されました。

次期R.I会長ブラウン氏の紹介、次年度のテー

マ“真心の行動鯛 “慈愛の奉仕” “平和に挺身両
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一

広 報：地域のマスメディアを通じた広報

活動を活発にしたい。

出 席：メイキャップの期間延長が6月の国

際大会で決まる見込み。

会員選考：資格要件・区域限界の緩和が図ら

れる見込み。

◎次期国際奉仕委員長 大口弘和君

W.C.S.においてポリオプラスが再度とり

上げられた点をのぞいて前年度とほぼ同じ活

動方針である。

以下の三委員会を中心に活動している。

1．青少年交換委員会

2760地区の学校に在籍する高校生(出発時

年令が16～17才)を対象に1年間留学。 1ク

ラブ2名まで推薦できる。交換先は、アメ

リカ、カナダ、オーストラリア。申込みは

7月31日まで。

2．世界奉仕委員会(W.C.S.)

当地区で9年前より始まったW.C.Sは現

在フィリピン(3800地区3810地区)とタイ(3360

地区)に金銭的援助を行っている。毎年2月

に援助によるプロジェクトの現状を知るた

めにW.C.S.活動視察旅行が企画されている。

3．国際友好委員会

〔各クラブによる海外姉妹提携〕

・趣味・職業別親睦活動

・ロータリー友情交換など

◎社会奉仕・環境保全代理出席 伊豫田博明君

《社会奉仕委員会》

○次年度活動方針を神谷委員長より報告

〔ブラウン会長より〕

・奉仕する者は行動する。

･R.Iの基本的な考を大切にする。

・今年度は今迄以上に奉仕の活動をしよう。

1)RI会長、ガバナーノミニーの具現を計っ

ていく事。

2)自主的活動の尊重。

3)時流に即する活動。

4)地域に即する活動。

5)不測の災害に備え各クラブにおいて災害

積立金をする事を奨励する。

その他本年9月11日、合同社会奉仕委員長

会議を行う。

場所：名古屋観光ホテル曙の間

○アンケート結果（アンケートは毎年7月に実

施、新年に小冊子発行）

〔内容〕 ・奉仕事業のジャンル

・社会奉仕委員会とは何か

・委員長として何をするか

・他クラブは何をしているのか

・アンケートに4つの設問

l)環境保全

2）地域発展

3）人間尊重

4）協同奉仕

以上のアンケート結果を持ち合同委員長会

議に出席する事

前年度のアンケート報告は、多くのクラブ

でなされてない事が発表されていた。

《環境保全委員会》

○次年度活動方針を石川委員長より報告

●地域の環境問題に取り組んでいく

キーワードは“地域”

－自然は子孫よりの預り物

アメリカインディアン－

●6月5日を環境の日（5月30日より6月5日

までを環境週間）

・昨年度の実績報告

・一宮ロータリークラブ

3ケ月間に6日のシンポジュームを行

い、1月に小冊誌を発行した。タイト

ルは“我が子孫の為に”

・豊橋ロータリークラブ

昭和50年よりの''530"ゴミゼロ運動の

活動

・田原パシフィックロータリークラブ

赤海ガメの保誰、4駆車の砂浜侵入を

防ぐ

・あまロータリークラブ

県の環境部長を招き勉強会をする

その他多くの報告有り

〔環境保全週間) Thinkglobal act local

全世界的な位置にて考え、地域的な行動

をしよう。

《RCC》

○次年度活動方針を伊藤委員長より報告

･R.C.C.とは何か、地域の人々が社会奉仕活

動をすることをロータリークラブが道案内、バ

ックアップする活動、活動の主は地域の

人々。

･R.C.C委員会が設置、活動されているのは、

当地区にて2クラブのみ、豊橋ロータリー

クラブ、半田ロータリークラブ

・ガバナーノミニーより、ぜひクラブに持ち

帰り、委員会設置を考えてほしい。

※R.C.C.→ロータリー・コミュニィティ・

コークス

〔活動報告〕

・豊橋ロータリークラブ平松君より報告有り

2つのクラブの活動の一つとし、小、中学

生に登校拒否問題を学校の先生達と協力し

活動する。又、薬物濫用の防止の為、ビデ

オ視聴活動。ロータリークラブはあくまで相

談役、タスクホースの立場に立ち協力をする。

一
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修 ナ会長ｴﾚ外研セミー
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次期地区幹事神野紀郎
1995～'96 R.1.会長テーマ

真心の行動､慈愛の奉仕､平和に挺身。
平成7年3月211｣ (火）、 101聯30分より豊橋グラン

ドホテルに於いて、会長エレクト研修セミナーが間

{IMされた。蚊初に妹谷ガバナーより「この会装エレク

卜研修セミナーによって、ガバ

ナーノミニーと会臆エレクトの

友惜を築いていただいて来年腱

1年間をしっかり述営していた

だきたい｡」とイi川ガバナー年度

への期待を込めた激励の挨拶が

あった。続いて石川ガバナーノ

ミニーの新しい年度に向けての

所信が発表された。

まず、R.I会焚の新年度の方：

り、 「今年度のテーマI真心の術

まず、R.I会焚の新年度の方針

へ

修リーダーからの「会長のリーダーシップについて」

と腿して会焚エレクトヘの肋寓と、 1月に南米カラ

カスで開催された規定審議会の報告が行われた。

雌後に蜂谷ガバナーより1995～'96年度松本宏ガ

バナーノミニーの紹介があり、 「ロータリーの本当の

命は各クラブにあり、各クラブの典心のこもった巡

営を祈る」旨のご赫評をいただき14時30分無事|刑会

した。全出席者の皆様のご協力に心よりお礼を申し

上げます。

について説Iﾘ1があ

り、 「今年度のテーマI真心のｲjjjj、慈愛の奉化平

和に挺身』を支持する方法として､会員増強､ポリオ・

プラスが強調された｣と語り．次に石川ガバナーノミ

ニーの考え方について、 「鯆業な迦営をし、経費Wﾘ減

にも配慮したこで、各クラブがクラブ毎の蛎怖に合

った特色ある計凹をしていただきたい．」と語られ

た｡昼食と懇談会の後､カバナーノミニースタッフよ

り巡営上の報告･説明が行われ、衙沢隆次期地区研
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●名古屋東南ロータリークラブ
ホテル改装工事に伴ない下記のとおり事務局

を移転しました。

(〒450)名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名古屋グランドホテル13階311号

TEL.(052)583-0010 FAX.(052)583-0009

●名古屋名南口一夕リークラブ
(〒450)名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名鉄グランドホテル13階314号室
TEL.(052)586-2043 FAX.(052)586-2054

へ

子」

耐’ 704 7131 ＋998．70

◇次回例会（6月6日）

誰演無題

中日新聞社生活部部長

坂井克彦氏 （紹介三輪君）

◇お知らせ

会員今枝秀夫君が3月15日付にて退会されまし

た。

◇例会変更のお知らせ

名古屋守山RC 6/8(木)1.D.Mの為、料理

処「円庄」にて18時より
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