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ガバナー公式訪問

I]祝い。結婚記念i言l祝い。

黒野貞夫君、太田茂君、山本眞輔君

宮地ガバナーご指導よろしくお願いします。夫

人誕雌l皇l祝い。

西野英樹君宮地ガバナーをお迎えして。総

婚記念[l祝い。

西川豊長君、西尾正巳君夫人誕生'二|祝い。

第542回平成5年9月28日(火)晴

◇“我等の生業”

◇ビジター紹介

豊川RC 宮地信尚ガバナー

名古屋名北RC吉村夘一郎名古屋第二分区

代理

豊川RC 小澤行雄地区副幹事

他4名

へ

◇出席報告

会貝

出席率

前 1両I

◇山本幹事報告

1 . /k[l例会終了後、 クラブアセンブリーを

側雌いたしますので、理事役員・各委貝長

は芙蓉の間にお染まり卜．さい。又、その後

脇ll#lll卿I役員会を|刑雌いたしますので、理

リl役員はそのままお撲り下さい。

2．次1両1例会は夜IM1例会で、午後611#より松

楓|牌lにて開催いたしますので、昼間の例会

はございません。

65名

92.31％

9月21日

出席 60名

(修止出席率) 100%

◇お誕生日祝福

山本夫人(9/28)、西尾夫人(9/29)、黒野夫人

（9/30)、水野(賀)"(10/5)、西川夫人(10/5)、

太ul夫人(10/11)

◇ニコボックス

豊川RC ガバナー 宮地信尚氏

地区副幹事小澤行雄氏

名古屋名北RC名古屋第二分区代理

吉村夘一郎氏

公式訪問でお世話になります。

足立一成君、秋山茂則君、浅井誠寿君

江崎民夫君、堀江宏輝君、市原数男君

今枝秀夫君、釜谷健一君、加藤大豊君

菊池昭元君、木全昭二君、小林明君、

小杉啓彰君、小山雅弘君、小坂井盛雄君、

久保田皓君、松居敬二君、松島孝彰君、

宮尾紘司君、水野民也君、長門保明君、

中山信夫君、成田良治君、奥村登喜朗君、

大谷和雄君、佐久間良治君、杉山貞男君、

鈴木理之君、竹内眞三君、渡辺辰夫君、

吉田敬岳君、吉田節美君

宮地ガバナーをお迎えして。

水野賀続君ガバナーをお迎えして。誕生

◇黒野会長挨拶

木I言Iは11時30分より樹地信尚ガバナー、吉

村分区代理、小澤地凶jill'紳覗にお越し噸いて、

いろいろご指導を噸きました。ロータリーで

多くの皆嫌方に接し、啓発されて、またご指

導を受けてロータリアンとして成長していく

ものだと思います。このあとのクラブアセン

ブリーにおいてもご指導を砿くことにしてお

りますが、どうぞよろしくお願いします。今

年4j:lの地区協議会において「クラブのよし

あしは会農次第。活力ある会長のクラブは活

ノ〕があり、ロータリー'ii'i報交換をしっかりや

ってロータリーをよく知ってもらいたい。政

治も縄済も新時代への活性化が叫ばれる' l.!で、

ロータリーも活性化をはかる努力をしてほし

い」とご指示、ご指導をいただいたのですが、

当クラブとしては$11立-l･･ﾙﾘ年記念の諸行ili、蛎

業を全会員の協力によって全うすることがで

きました。そうした直後で、 ‐休みというと

へ
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5,975名と25名減りました。8月は会員増強月

でしたが逆に50名へって6,000名に75名足りま

せんでした。不況や岻勤等のためと思います。

私は6,000名になることを期待しており、地区

大会で6,000人目の新入会員に賞を差し上げた

いと思っています。

本年度RI会長のロバート・バース氏はスイ

スの方です。スイスは堅すぎて付き合いにく

いといいますが、誠実なお人柄で日本人には

親しみやすい人です。1922年生まれで私と|可年

でございます。チューリッヒ生まれでチュー

リッヒ大学を出られ、23才の頃から赤十字のボ

ランティア活動に参加されるなど若いときか

ら社会への関心が強く、誠実で熱心な人です。

|l:｣liは清涼飲料水のメーカーを経営されてお

り、チーズの粕からジュースを作っておられ

るそうです。本年度のRI会長のテーマ“行動

に{高念を信念は行動に”は熱意ある彼の人堆

縄験から出た言葉です。 8月に来日され、RI

会艮を州む1M晩餐会でお会いしましたが、そ

のllfの彼の言葉は、「ロータリーの皆さんのl卿

'liのバッジは、 “幽方は私を信頼できる”、 “受

けるもの以上に与えることができる”、奉仕に

li'lってやる印だ。 li;･念をもって行動し泰{｣:を

してドさい」またドイツの詩人ウイリエム・ブ

ッシュの言葉を引用し「異なった背漿をもっ

た人に会ったとき、自分と同じように考えな

い人は馬鹿だ、脚分と|同1じょうに感じない人

は取るに足らない人だ、と感じてはならない。

そういう人々が多いから戦争が起こるのだ、寛

容の心こそ大切」そしてロータリー会員には

~つのタイプがあり、ひとつは「例会に出職

する、行事・奉仕に耳を傾ける、会費は収め

る、例会がすむと忘れる人で、こういう人を

メンバーといい、もうひとつは、勿論例会は

I IWifする、行郡・泰fl:もする、会費は収める、

そして常に何かよい猴仕はないかと考える人

でこういう人をロータリアン」というそうで

す。

メルボルンのI玉l際大会には22,000人の人が

集まった。8,500人(オーストラリア)4500人(米

IKI)3,200人(日本)｡ 1 l本は三番目でした。来

年は台北で|玉l際大会が|)Mかれます。 l｣本から

は12, 000名の登録が期待されており、杵さん

のこ参加を期神致します。

本年度地区大会は11月6 ･ 7口に岡崎で行

います。会場の岡I崎総合体育館は白鳥センチ

ュリープラザに劣らぬ虻派な会場です。当I~1

は'陣I同から8名の地区代表の出席が予定され

ており、大勢の参加によって2760地区の磯ん

なiLI様を見せたいと思っております。

現在2,000名の登録ですが、3, 000名位を望ん

でおりますので、是非ご出席をお願いします。

（文責秋山君）

ころでしょうが、私は静かに内部充実をはか

る－何もしない充噛の年を考えて居ましたが

．．…･正に充電のためのしなければならないこ

とが次々とあることに戸惑っております。

○分区代理の選出と報告

○次年度1M.開催のための実行委員会の組織

と計画と準伽。

○指名委員会、定例理辨会のほか臨ll#即那会

の開催、等々と。

おかげさまで、順調に進めて参ることができ

ますのも強力な山本幹事、理事役員をはじめ

会員皆様方の絶大な協力をいただいているか

らなのです。

お寺の玄関や入' 1に、「脚下照顧」の四文字

を大昔してある木札を見受けますが、 IMII下は

足もと、照噸はよく照らして顧みること、す

なわち「足もとをしっかり見よ」という怠味

になります。臓物のぬぎ方に気をつけること

で、それは自分の足もと－「脚分1f1身をしっ

かり見よ」ということです。

理想を求めるあまり現実を忘れ、理論に走

り、実践をおろそかにしがちな現征、 lltの' | 1

のI~|まぐるしい変進のll#代に対処していかな

くてはならないときに「脚下照噸」は干椛ク

ラブ充電のときにピッタリの指針となるもの

です。

つづいて宮地ガバナーのお話をお聞きする

ことにしますが、よき粒として干祁クラブの

発展に誠心誠怠努めてまいりたく存じます。

‐

◇第2760地区宮地信尚ガバナー講話

了醗fC柳鰯
鱸録掻

へ

皆さん今l lは、ガバナーの爾地です。本1~l

は秋晴れの良いお天気でこんな1.1のクラブ訪

問は気持ちがよろしい。

国際ロータリーは、「ロータリーの友」8月

号によりますと現在188カ国にあるとII$かれて

いますが、 9月号からは149カ国と39の地理的

地域に117万余の会員と26,949のクラブ．がある

と記戦されております。 III界には502地|Xあり

ますが、日本では33地区12万余の会員と2,000

余のクラブがあります。当地区は72クラブ6,

000名の会員でしたが、私のガバナー就任後に、
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◇他クラブ訪問報告

石黒正則君

取引先の会社が日本橋の方にあり、今回日

本橋東ロータリークラブへ訪問させていただ

いたのは、これで2回目になります。

例会は、開始前小宴会場にてティータイム

を取って、各メンバーの交流が計られ、この

日は月2回のリフレッシュ体操の日で、12時20

分に例会場に案内され、当ホテルのアスレチ

ック部のトレーナーの指導により座ったまま

の軽いリフレッシュ体操から始まりました。体

操が終わると、隣の席の方から自然なしぐさ

で名刺交換が始まり、小心者の私でも名刺一

枚から色々なお話を聞かせていただき、なご

やかな雰囲気の中で会食できたことを大変あ

りがたく思っています。

特に遠くから訪問させていただいた事もあ

って、名刺交換から始まる自然な挨拶がとて

も印象的でした。

事務局は、当ロイヤルパークホテルの一室

を使っておみえになり、会員数は114名で、設

立は1969年で、今年の10月30日には24周年を

むかえられるとのことでした。

余談ですが、このロイヤルパークホテルは、

日本柵水天宮前縮l崎シティエアーターミナル

前にあり、成田空港へのアクセスが便利で人

気があります。 2年前ですが、ある過･l:ll誌で

“都内の一流ホテルの徹底比較”どのホテルが

五つ星と呼べるかといった内容の比較表の中

で全体的にバランスの取れた一流ホテルとし

てランクされた剖~『があります。余り名前を知

られていませんが、デートスポットとしても

隅田川の夜景を見ながら最高の気分になれます。

是非、御家族で一度訪れてはいかがでしょ

うか。

例会Rは毎週月曜日です。

鮒････'1'･･･''’･･･‘''"．．‘1．．"クラブアセンブリー･･鋤'････'！"．．‘‘'･･･．''･･”

13:30～15:30芙蓉の間

鍵霧§鐸零辮擬蕊測

鐵鑑
:録

鍵

鷲簿

例会終了後、理事役員・各委員長によるク

ラブアセンブリーが開かれました。

ガバナーの所属される豊川RCの例を混ぜな

がら細部にわたるまで、 1つ1つ丁寧にご指導

いただきました。

一

－マー一一一一テニス会一～~一一~－－

（於：東山テニスセンター）

9／25 大口・池田 6－5今枝・三好

大口・三好6－5池田・今枝

大口・今枝6－2 池田・三好

大n・三好4－0池田・今枝

（時間切れ）

へ
ー． ……

蕊…

大'二1 ．今枝6－4池田・吉田(敬）

大口・池田6－0今枝・吉田(敬）

大口・吉田(敬） 6－5池田・今枝

今枝・吉田(敬） 5－3大口・今西

（時間切れ）

ﾍｰ･･･.=-､.･･･会長・幹事懇談会一一'．．､－－‘．・・

11930～12:20扇の間

9／26

一

翰

負
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蕊
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例会前に、ガバナー・分区代理・地区副幹

堺・会長・副会長・会長エレクト・正副幹事

による会長・幹事懇談会が行われ、日頃疑問

に思っていることについて、色々とご教示賜

りました。
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より、患者と家族が長期治療の期間中、病院

の近くで滞在できるようになりました。

第9600地区と第9630地区の45クラブが大規

模な募金活動を展開して、ロッジに関するア

イディアを2年足らずで実現しました。ウェ

ズリー病院にまず後援者として寄付したうえ

で、クラブは、米貨150万ドルの建物であるロ

ッジの22室すべてに調度品を備えるだけの資

金を集めました。

i
！

鼈鑿艘W会を変更し､全員登録‘：
特に出席義務者・次年度1M実行委員会関係

者の方々は必ずご出席くださいますようご協

力お願いします。

記

日時平成5年10月16B(土）

場所ホテルナゴヤキャッスル
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◇例会変更のお知らせ

名古屋束RC 10/18(月）インフォーマル・

ディスカッション・ ミーテ

ィングの為、10/19(火)八事

八勝館にて18時より

名古屋昭和RC 10/18(月)職場例会の為、山

田学園にて

名古屋空港RC 10/18(月)3RC合同夜間例

会の為、10/20(水)名鉄小牧

ホテルにて1811寺より

名古屋名東RC 10/19(火)夜間例会の為、

雪月花にて18時より

名古屋名南RC 10/19(火)職場例会の為、中

日新聞本社にて12:00より

名古屋和合RC 10/20(水）もみじ例会の為、

かすが荘にて18時より

名古屋東南RC 10/21(木)秋の家族会の為、

10/17(日)明治村にて91時より

名古屋守山RC lO/21(7k)秋の家族会の為、

10/22(金)伊勢神宮にて

名古屋瑞穂RC 10/21(木)秋の家族会の為、

10/17(日)MOA美術館にて

名古屋北RC 10/22(金)1.Md全員登録の為、

10/16(土)ホテルナゴヤキャ

ッスルにて15時より

名古屋名東RC 10/26(火)名東区小中学校連

合音楽会例会の為､10/27(水）

愛知厚生年金会館にて

名古屋東南RC 10/28(木)職場例会の為、陸

上自衛隊第十師団訪問。11時

30分より

名古屋瑞穂RC 10/28(木)延平RC訪問特別

例会の為

名古屋港RC lO/29(金)秋の家族旅行会の

為、10/24(日)名古屋港にて

◇次回例会(10月5日）

夜間例会（松楓閣にて18時より）

◇次々回例会(10月12日）

講演“職業奉仕月間について”

第2760地区職業奉仕委員長

伊藤寛氏
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あなたはどんなロータリアンだと

思われますか？

無銭旅行者は、道端に立って手を挙げ、「済

みませんけど、車とガソリンを消費し、車の

調子を整え、保険に加入し、そうしてから同

乗させて下さい。しかし、万一、事故に遭っ

て怪我をした場合には、弁償して頂くため訴

えますから、よろしくご了承願います」と言

っています。全く一方的な言い分ですが、多

くの組織やクラブには、これに似た無銭同乗

車が多数存在するのではないでしょうか。多

くの会員は、 「あなたは例会に出席し、理事を

つとめ、委員として働き、報告書を書き、議

題を研究し、とにかくクラブとして、しなけ

ればならないことは皆お任せします。でもね、

私の気にいらないことが生じたら、遠慮なく

苦情を述べ、批判させて頂きます。それでも

気が済まない場合には、他の団体へ鞍替えさ

せて頂きますので、悪しからず｡」と言ってい

るのではないですか？あなたは、無銭同乗車

か運転手のどちらでしょうか？

へ

◇情報抄録より

ロータリー世界での出来事

オーストラリア、クイーンズランド州のロー

タリアンは、ウェズリー・ロータリー・ロッ

ジが公式にオープンした3月に、その苦労が

実を結んだのを目のあたりにしました。この

ロッジは、ブリズベーンのウェズリー病院で

癌その他の疾病の治療を受けている患者に低

価格の住宅を提供しています。人々は、何マ

イルも離れた場所から病院に来ています。そ

の家族は、近くに宿をとる余裕のないことが

よくあります。新しいロータリー・ロッジに

－4－


