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名古屋千種ロータリークラブ
震認 1982年8月24日
例会日火曜團12：30

例会場愛知厚圭年金会館
事務局 TEL763-5110MX763-5121
会長 黒野貞夫

幹事 山本員輔
会報委壹長秋山茂則

題字黒野貞夫

行動に信念を信念は行動に
BELIEVEINWHATYOUDO DOWHATYOUBELIEVEIN

l993～94年度RI会長ロバート･R･バー入

No. 8

晴第538回例会平成5年8月31日（火）

◇“それでこそロータリー'，

容量

吉田敬岳君久しぶりのホームクラブ出席

です。

足立一成君、小杉啓彰君本日はニコニ

コデーです。早退させて頂きます。

秋山茂則君、青山敏郎君、江崎民夫君、

釜谷健一君、久保田皓君、宮尾紘司君、

長門保明君、成田良治君、奥村登喜朗君、

尾関武弘君、佐久間良治君、笹野義春君、

鈴木正男君、魚津常義君、和田正敏君、

鷲野義昭君ニコニコデーに協賛。

西野正巳君、三好親君誕生日祝い。

堀江宏輝君、小林明君、杉山貞男君、今

西功一君、鈴木理之君夫人誕生日祝い。

◇ビジター紹介 6名

◇出席報告

会貝

出席率

前回

65名 出席 55名

86．15％

8月17日（修正出席率) 100%

◇お誕生日祝福

堀江夫人(8/31)、小林夫人(9/3)、西尾君(9/3)、

杉11.1夫人(9/3)、今西夫人(9/4)、鈴木(理)夫

人(9/5)、二好君(9/6）

◇山本幹事報告

1．本日例会終了後、理蕊役員会を開催いた

しますので、理事役員の方は2F橘の間に

お集まり下さい。

2．次回例会は分区代理訪問です。全会員の

出朧をお願い致します。尚、例会終了後、

クラブアセンブリーを開催いたしますの

で、理蛎役員、各委員長はクラブ計画書

をお忘れなくお持ち下さい。

3．第2600地区諏訪大社RCより認証状伝達式

(11/28)のご案内が来ております。参加ご

希望の方は事務局までお申し出ください。

4 1993～94年度クラブ計画書が出来て参り

ましたので、お帰りにお持ち下さい。

5．地区大会が11/6(義務者)11/7に岡崎市総

合体育館で行われますので、皆様お誘い

あわせの上ご出席ください。

◇ニコボックス

池田隆君ご無沙汰をいたしました。よく

働いて来ました。

加藤大豊君第48回東四国国体夏季大会の

愛知県選手団団長として行って来ます。

菊池昭元君暑いです。

小坂井盛雄君お世話になります。ニコニコ

デーに協賛して。

西村禎二君お盆にてホームクラブ大変ご

無沙汰致しました。

西野英樹君大谷先生、親善試合お世話に

なりまして有難うございました。

大谷和雄君国l際親善大会にご後援有難う

ございました。

上野保君本日急に期が出来て欠席させて

願きます。鷺谷君、大変お世話になりました。

お'億嫌でうまくいきました。どうもご心配か

けました。ありがとうございました。

渡辺辰夫君私の老妻が自動車免許をとり

ました。63歳のチャレンジで学校、試験場イッ

パッで合略。新しい世界が開けたと喜んでい

ます。根性には感服。ただし、当分の間は一
緒にのりません。
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◇講演

無題

◇新入会員紹介

会員久保田皓君

■ 脚

氏 名

生年月日

醜業所

河村政孝君

118和19年8月6日

合盗会社出雲会館

千樋区吹上1－1－9

TEL 741-5428

代表取締役

干諏区吹上1－1-15

大谷和雄

結蛎式場

親睦活動

①会員恥強月間にあたっての御願い。

1 ．今月が会員墹強月間にあたること。

2．会員増強委員会委員長の安藤銀之助さ

んが退会されたため、私が委員長代理

になったこと。

3~今年度中に8名以上の会員増強を達成

することを目標とし、既に予算として

収入の部に8名分の入会金合計160万円

が計上されていること。

4．会員増強の目的達成のため。

③新入会員を積極的勧誘紹介すること。

（パンフレットの紹介）

③退会者を出さないこと。

．当クラブ発足以来現在までの退会

者は合計36名であり、その内死亡

その他健康上の理由以外の退会者

が15名にのぼること。

・退会者を出さないために必要なこと。

②不倫について。

専門にしているわけではないのに最近、相

続、離婚あるいは男女間の関係清算に関す

る紛争酬件の依噸が非常に多くなっており

ます。

この種の事件は余り近しい関係の弁護士に

は依瓶し難いという感情から身近でない人

から依頼されることが多いものです。

そんなことから、過去10年間のロータリー

生活を通じて、当ロータリークラブの会員

の方自身からはその種の相談は殆ど受けて

おりませんが、知人の紹介等で他のロータ

リークラブの会員の方々の相談ごとをかな

り多く受けております。

男女関係消算に関する紛争の処理方法の基

木的要項。

妾子ある男性が独身女性と不倫交際した

場合の法律関係。

(1)災との関係。

・姿は夫に対して不貞行為を理由とし

て離蛎請求、慰謝料請求ができます。

．要は不倫相手の女性に対し、不法行

為に基づく、慰謝料請求ができます。

地 位

自 宅

推 臆

職業分顛

委員会

へ

◇黒野会長挨拶

8月は会員増強月間でしたが、31日現在、メ

ンバーに出雲会館の河村政孝氏を迎えました。

前年度迄70名が、今年度に入って68名となり、

更に4名減が予想されています。増強月間は終

りましても、その月その月が増強月間のつも

りで、 1名でも多くの方をご推薦いただきたく

お願いします。そして、 9月は青少年活動月

間になります。当クラブとしては、すでに先

取りして、 7月25円日韓親善ハンドボール大

会（名古屋市体育賊）に後援一記念品贈呈。8

月24日～28日唾1l際親善BASKETBALL大会を

後援一記念I!,i,l臘呈をしました。私は28日に中

国VS1~ﾄ'華台北戦を観戦しました。背の高い選

手のキビキビした迫力のある熱戦に感動しま

した。夜は'五l際親善交流会にも招待され出席

しました。大谷先生のごあいさつを2ケ国語

で通訳し、記念柵(佐野寛氏作)贈呈、乾杯の

あと懇談交流があり、その後の選手達の歌の

交換も白熱し、相互の国の言葉で歌い合う光

景はお唾l柄もでて美しいものでした。中でも

中国と中華台北の選手が中国語で同じ歌を合

唱するなど友好を深めました。名古屋短期大

学附属高朧督の井上眞一先生の話によると、こ

うした交流の様子は珍しいことだそうです。世

界が、世の中が新しく変わろうとしていると

きにこうした親善交流は、本当に意義深く微

笑ましいことでした。

次週71二Iは名古屋第二分|塾代理吉村夘一郎

氏の当クラブ訪lHlの口です。会員各位のオー

ル出席を期待いたしております。出席委員会

の格別なるご活雌をお願いします。

二皇
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月24日～8月28日にわたり、日本・中国・台

湾・韓国四カ国親善試合が名古屋市北スポー

ツセンターにて開催されました。日本より名

古屋短期大学附属高校、中国と台湾は選抜チー

ム、韓国は崇義好高校が参加し、熱戦が繰り

広げられました。

(2)不倫女性は不倫男性に対し、法律的に

は一切の請求権はありません。

(3)不倫関係の清算にあたり、女性は男性

に対し、不倫事実を男性の家庭、社会

に暴露することを武器として脅迫し、

金品を請求する例が殆どです。

(4)その場合の対処方法。

◇他クラブ訪問報告

池田隆君

ハワイで一番大きい島ハワイ島のワイキキ

ランチという所にlか月半程行ってきました。

出かける前に、メーキャップをして来て下

さいといわれ、簡単にひきうけたのですが、私

が寝泊まりしている所から、一番近いコナRC

まで80Kmもあり、車で一時間かけて行って来

ました。

コナRCは、会員約70名、その内女性会員は

7名、ビジター会費11ドルで食べ放題、飲み

放題。例会の内容はほとんど日本とかわらな

いと思いますが、あまりセレモニーっぽくな

い感じがしました。いつもよその国に行くと、

大変自由で、どなたかがすぐビジターのそば

によってきて、色々お話をしてくれます。見

知らぬ所へメーキャップに行っても、楽しく

過ごすことが出来るのです。日本人もこの点

は大いに見習わなくてはと思いました。

毎週同じ所へメーキャップに行ってもおも

しろくないので、別のクラブがないか探した

ところ、ワイメアという所にありましたので、

次の週に行ってみました。そこのクラブの例

会場はレストランでしたが、レストランの人

に聞きましたら、今月はバケーションシーズ

ンの為例会はなしということで、サインにつ

いて尋ねたところ、サインとは一体なにかと

言われてしまいました。サインのメークは、ど

うやら日本だけのようです。こんなことで次

回ハワイでメーキャップするときは、是非ワ

イメアRCへ行って来ようと思っています。

対戦成績

8月24日（火）韓国VS中国 76 : 63

8月25日（水）韓国VS名短付 63 : 52

8月26日（木） 名短付VS中国 67 : 60

8月27日（金）韓国VS中華台北61 : 47

8月28日(土） 中国VS中華台北77 : 62

8月28日に国際親善交流会が午後6時30分

よりクラウンホテルにて行われました。主催

者の挨拶に続き黒野会長より、中国・台湾・韓

国3カ国の団長以下、役員選手に記念品を贈呈

致しました。それぞれのお国の歌の披露あり、

日本から民謡の踊りあり、わきあいあいの中

盛況裏におひらきになりました。本当にすば

らしい交流会でした。

＝

名古屋第二分区代理紹介

‐

::::::::::===::::::::::===青少年活動委員会::::::::::＝=::::::::::==＝

西野青少年活動委員長

国際親善バスケットボール大会の後援

鵜善恥馴鯛A鰄薑譲毫鰯雲

〔吉村夘一郎氏プロフィール〕

･1912年(明治45年)2月18日生

･大永紙通商株式会社顧問

・ロータリー歴

1971年3月5日名古屋北RC入会

1981年3月4日名古屋名北RC

キーメンバー

創立時～1982|年度副会長

1982～1983年度 会長

1983～1984年度 直前会長

1988～1989年度 会計

1990～1991年度 クラブ奉仕委員長

1992～1993年度 会計

ポールハリスフェロー・米山功労者

棚

２

主催・桜花学園、愛知バスケットボール協会、

後援・名古屋千種ロータリークラブにより8
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一一一一一一一一テニス会マーーーーー

（於：東山テニスセンター）

8/19大口・小山 6－1 今枝夫妻

大口・今枝6－2小山・今枝夫人

小山・今枝3－6大口・今枝夫人

8/22今枝夫妻 6－2松島・釜谷夫人

松島・今枝夫人1－6今枝・釜谷夫人

釜谷夫人･今枝夫人2－2松島･今枝

（時間切れ）

8/26練習のみ

◇例会変更のお知らせ

名古屋瑞穂RC 9/9(木)一泊例会の為、 9/4

（土)松岡豊泉閣にて

名古屋東南RC 9/16(木)長寿の日夜間例会

の為、ホテルナゴヤキャッ

スルにて18時より

名古屋大須RC 9/16(木)例会場の都合によ

りホテルプラセオ名古屋にて

名古屋昭和RC 9/20(月)1.D.M.の為、 9/21

（火）八事の八勝館にて18時

より

名古屋空港RC 9/20(月)招待飛行の為、 9/

19(日)名古屋空港ビルにて

9時30分より

名古屋名南RC@9/21(火)家族同伴ボーリ

ング大会の為、高辻東レ

シャンピアにて18時より

②9/28(火)夫人同伴ゆった

り例会の為、グランドスク

エアクレールにて18時30分

より

◇8月度理事役員会議題

1．指名委員の件

2．退会者の件

3．会員増強委員長の件

4．社会奉仕三好受刑者訪問(10/5)の件

5．職業奉仕優良従業員表彰(10/12)の件

6．職業奉仕職場例会(10/26)の件

7． 1.M.(10/16)全員参加の件

8．次年度1.M.実行委員会の件

に巴

◇次回例会（9月7日） ◇次々回例会（9月14日）
分区代理訪問 識油“青少年の動向と今日的課題”

識減“身土不二の原則” 豊田短期大学学監
吉村ﾀl1一郎名古屋第二分区代理 高井龍三氏

i一.一.一・一.一一一.－．－．－－．－~－~－~－．－－.一.一~一.一－．－.一.一.ー~ー~一一~一~－．－.一.一.一・一.－．－．－1

1994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い上げをいただいている1994年用の「ロータリー・ダイアリー」

i が、まもなく出来上がります。

このダイアリーは、ロータリアンの皆さまが最も使いやすいように編集してある会員必

！ 桃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

i のカラー写真や問答形式による各月のロータリー悩報、巻末のロータリー資料のかずかず

｜ が大好評です。
巻末の資料には、ロータリーとは（誕生と成長、組織と機構など） 、ロータリー日本の

i 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

｜ 蝿､日本のﾛｰﾀﾘｰ現勢と都道府県別普及率､年度別ｸﾗﾌ･会員増加数､R1公式機

《
一

｜ 関紙と地域雑誌紹介、ロータリー用語解説、

RI出版物日本語版文献一覧表などが、収録

してあります。

頒価 1部 1,000円+30円（消費税）

（送料別）

（写真見本は1993年用、ロータリーダイアリーです｡）

L-し愛
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