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l993～94年度RI会及ロハートR・バース

No. 40

第570回例会平成6年5月17日(火)晴

◇“それでこそロータリー”

◇ビジター紹介 4名

◇出席報告

会貝 68名 出職 52名

出席率 76.47％

前回 5月10日（修正出NiW率) 98. 53%

◇お誕生日祝福

西野夫人(5/16)

◇ニコボックス

今西功一君いつもニコニコ、ニコニコデー

吉田敬岳君麻雀会のとりきり戦で黒野先

生のすてきな書をいただきました。

吉田節美君前回の例会でニコボックスの

読み上げに2つのミスしました。お詫びして訂

正します。

西野英樹君夫人誕生日祝い。

岡島常男君、大口弘和君結蛎記念日祝い。

◇山本幹事報告

l.本日例会終了後、 1M迎営委員会をI刑催い

たしますので担当の方はそのままお残り下

さい。

2. 1994～95年度ﾊ1ロータリー手帳が来てお

りますので、お帰りにお持ち~ドさい。

◇バナー紹介

DaniaFloridaRC菅原宣彦君

◇他クラブ訪問報告

久保田皓君

先週の金曜日港RCへメーキャップの為に出

かけて参りました。久しぶりに･ｿ･インによら

ない正規のメーキャップをしたわけですが、気

付いた点は、 “それでこそロータリー”を歌った

あとに両隣の方と懇親、友愛の握手をして下

さいという指導がありました。非備に儀礼的

なことですが握手をしおわった後、何も話さ

ない訳にもいかないので、それをきっかけに

知らない人とも話すことができ、非常にいい

儀式だなあと思いました。当クラブでも真似

へ

事をするのではつまらないと思いますが、そう

いう趣旨を取り入れた儀式を考えたらどうか

な、と思いました。他クラブ訪問報告をして

くれと竹内出席委員長から依頼があったので

すが、その時にサインはいかんよと指示され

ました。先程申しました様に色々仕事の都合

で正規のメーキャップすることが少なく、サ

インに頼っているのが非常に多く兼がね反省

してたのですが、さすがに出席委員長さんは

会員のメーキャップ状況をよく把握されてま

してやんわりと忠告されたんだろう、と。

今後は今までよりもう少し正規なメーキャ

ップを努力するつもりでおりますが、やむを

得ずサインによるメーキャップをした場合は

必ず次回のニコボックスに謝罪として入れさ

せていただくという邪を皆さんに成約させて

いただきたいと思います。

◇黒野会長挨拶

去る12日(木)に名古屋守山クラブ創立30MI

年記念例会・式典と祝賀会に山本幹蛎と出席、

祝意を表して参りました。 1.11田会長さんが先

頭に立ってクラブを盛り立ててみえるお姿を

拝見し、改めて敬意を表した次第です。幸い

カナダ・トロントでの世界大会にご一緒した

仲間のお一人でもあり親しくさせてもらって

楽しくひとときを過させていただきました。

また、今週は第2760地区ガバナー宮地信尚

氏の慰労会、名古屋北ロータリークラブ創立

35周年記念式典・懇親会があります。昨年の

わが千種ロータリークラブtll立10周年記念行

事で忙しかったことなど思い出しながら、大

谷先生の見事なご挨拶がよみがえって来るこ

の頃です。

さて、墨のことは以前にも少々お話いたし

ましたが、墨を擦ってその墨汁のある光沢の

放ち方、墨のの唯ぼ騨色の深さなどによって
墨色の良否を、「溌墾」（発坐とも響く）が良
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り基本方針説明、予算書(案)の説明と承認、加

藤直一郎、近藤友右衛門両パストガバナーに

よる有益なアドバイス等が行われました。

各分科会終了後の本会議では、宮地ガバナー、

蜂谷ガバナーノミニーの講評、次期ホストク

ラブ名古屋東南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。

会に参加した全体の印象としては、常滑ロー

タリークラブのメンバーがすべての仕事を負

担し、簡素で心のこもった運営が行われてい

たと思います。

◎次期クラブ奉仕副委員長 小杉啓彰君

西川クラブ奉仕委員長の代理として出席い

たしました。

定刻より会議は始まり、点鍾、国歌斉唱、ロー

タリーソング「奉仕の理想」と続き、約1時間

で午前の部は終了いたしました。午後は9つ

の分科会に別れて討議され、私は第2分科会

〈クラブ奉仕・会員増強〉に参加いたしました。

内容を要約しますと、クラブ奉仕というのは、

内側(中側)に向けた奉仕活動であり、各委員

会の調整役です。又、ゴールキーパーとか野

球のキャッチャーのようなものでもあります。

ロータリークラブはクラブという名称から

同好会のよう芯もので、出席する事が必要で

あり、例会を通して親睦を深め、そこから奉

仕活動へと展開(発展）していくのです。

又、会員増強については、安定をはかりな

がら(質9保持)、自然減もあるので5％をめざ

し、最終的に(おつち<所）2～3％の増強を

お願いしたいのです。現状では若い人がなか

なかふえないので困ってます。世界的にはイ

ギリスとアジアが増えています。マンネリ化

を防ぐ意味と60名以上でないと運営上も支障

をきたすので会員増強をお願いしたいのです。

女性の入会にも色々種々の意見があります。

そして、第2760地区は、現在72クラブ約6000

名だそうですが、更に新しいクラブを作ると

いう話もありますが、72クラブというのは世界

第2位であるそうですので、慎重に対処して

欲しい。

というような分科会の内容でありました。

その後、又午後の本会議でガバナー講評等

があり、 4時に終了いたしました。

感想としては、大変有意義芯一日を過すこ

とが出来、出席して良かったと思いました。

◎次期社会奉仕委員長 西野英樹君

片山次期環境保全委員長の司会により協議

が開催されました。

神戸パストラガバナー（アドバイザー）

1 ．蜂谷ガバナーノミニーが社会奉仕に感心

が強い。

1 ．社会奉仕の神髄を理解していただきたい。

夏目次期社会奉仕副委員長

いとか悪いとかいいます。
たんけい きゅうじりう あま'1た

硯は端蕊陣か飲州ですか雨畑ですかとか、
その硯の鋒莊はどんなふうですか。

水はどこの水ですか。水道ですか－とか。

磨墨のときの力の入れ方（圧力）はどんなん

ですか。あるいは光線の具合などいろいろの

条件によって墨色が違うことを発墨というの

です。そのために古硯といって古い良い硯を

探し求めたりするのです。端渓は水厳大西洞

の美しい石は古今無比といわれています。ま

た宋代・明代・清代の坑によっても違ってい

ます。欽州硯は南唐に安徽省歎県で採出され

その石紋が美しいのです。雨畑硯は山梨が原

産で今では数少ない名硯です。

鋒莊というのは石の面に密立している微粒

子で一種のヤスリ状のことをいいます。

磨墨については墨を擦ることで、中国では

垂直にして擦り、 日本では斜めにするとよい

とか、やさしく擦るのがよいとかいいます。

擦った墨はいつ使ったらよいのか－、その筆

は－、そして紙は－と実際に書くまでに良

い環境と条件をととのえておかねばなりません。

理想を求めて、唐の第2代皇帝であった太

宗は名君といわれた人で、書も達人で「学害者

は先づすべから<王右軍が絶妙得意のところ

あるを知るべし。真書の楽毅論、行書の蘭亭、

草書の十七帖を以て法とすべし」というよう

に王轆之を好み尊敬していました。手本にする

ために淳化閣帖(10巻327帖)を作らせています。

要するに墨の色の微妙な美しさに魅せられ

て書にかかわっているわけですが．…･ ･今日唯こ

のへんで－．

塾雪遷舎露守屋極第2760地区地区協譲会報告趣奄『鐘…零

於：5月8日（日）常滑市民文化会館

◎次期幹事 小山雅弘君

1994～95年度のための国際ロータリー第2760

地区協議会が常滑ロータリークラブをホスト

として72クラブ1233人が出席して開催されま

した。当クラブからは、水野次期会長はじめ

11名と特別出席者として大谷次期名古屋第2

分区代理が出席しました。

午前の本会議において、蜂谷ガバナーノミ

ニーが「新しい年度の目標について」と題し

て識演されました。約30分にわたり、アメリ

カ・アナファイムで開催された国際ロータリー

セミナー、RI会長ビル・ハントレー氏の紹介、

次年度のテーマ"BEAFRIEND"、サインのみ

メークアップボックスの設置、重点目標とし

ての環境保全、等のお話があり、最後にこの

一年ほがらかなロータリーとなるような親睦

と、爽明な奉仕に努めたいと結ばれました。

午後の第一分科会〈会長・幹事〉では、宮

地ガバナーがリーダーで、蜂谷ガバナーノミ

ニーをサブリーダーとして、約2時間にわた
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1． ロータリーの持つ善意の和の奉仕を社会

に持っていくのが社会奉仕である。

l . ガバナーノミニーの伝言として

（ｲ）各クラブの継続事業のマンネリ化の打破

（ﾛ）ボランティアへの後援、そのニーズへ

の対応

片山次期環境保全委員長

1．環境問題の発生から今日までの経緯の説明

1．地球規模の自然生態形の破壊につながる

公害は国際的な問題としてとらえなければ

ならない。

1．平成6年8月1日より環境基本法が施行

される。将来の国民の健康と文化的な生活

の確保、人類の福祉を目的とする。

1．企業活動、普段の生活の中から小さな公

害が出ている。

1．環境元年と位置付け6月5日を環境の日

とし、 5月30日～6月5日を環境保全週間

とする。

1．パラオ島にソーラシステムを寄贈する。

1．悪水路の浄化活動に取り組む。

その後、ソーラーシステム、悪水路浄化の説明が

ありました。全体として環境問題に多くの時間が

とられました。最後にグローバルな観点より一

石を投じることが大切との結論になりました。

◎次期青少年活動委員長 今枝秀夫君

まず宮本次期地区委員長から、蜂谷次期ガ

バナーが地区予算編成に際し、青少年活動に

対し、部門別で最高額を割当て次年度地区重

点事業としたい旨表明があったと説明し、青

少年活動委員長は各クラブの理事として活躍

願いたいのでまだ理恥となっていないクラブ

は細則の変更をお願いしたいとの希望表明が

ありました。

続いて、松前次期地区インターアクト委員

長代理坂本副委員長のインターアクトクラブ

の現状説明では、1962年約32年前アメリカフロ

リダ州で最初のクラブがスタートし、その2

年後の1964年三河豊川高校に第2760地区最初

のインターアクトクラブが設立されまして、現

在世界93ケ国に6,800クラブ存在し、会員数15

万人と報告されました。当2760地区では1960

年代に豊川含めて5クラブ、1970年代に2クラ

ブ、1980年代に2クラブ、1990年代にはこの3

月に県立阿久比高校に新設を含めて2クラブ

計11クラブ会員数360名であります。坂本副委

員長が云われるには、まずインターアクトク
ラブ設立には3年計画を建てて下さい。あな

たのクラブに理事などの学校関係者がおいで

になれば必ずインターアクトクラブ設立を勧

誘すべきです。又地域内の学校長とコンタク

トをとり、国際交流及びボランティア活動な

どでとっかかりを作って下さい。そしてその

学校内に顧問となる教師がいるかどうかが重

要な鍵を握ることになります。ロータリァン

がインターアクトクラブを通じて、若い人と
協力することが貴重な体験の一つになること

を感じて頂くため、ビデオー友愛の楽しみを
用意しております。

次に野崎次期地区ローターアクト委員長か
ら現況説明があり、インターアクトがスタートして

6年後の1968年に創設されて以来世界93ケ国

で6,324のローターアクトクラブが、又日本全体で

465のローターアクトクラブで2760地区には9ロー

ターアクトクラブがありますが、世界及び日

本全体の割合で見ますと、4ロータリークラブ

に1つのロータアクトクラブがあるのに当2760

地区はその半分の割合となっています。ロー

ターアクトクラブの目標としては、 (1)指導力

の開発(2)専門知識の開発(3)職業の早期選

択(4)社会奉仕（5）国際奉仕(6)社交活動を

掲げ、広い範囲で活躍を続けています。

続いて岡戸次期ライラ地区委員長から、ラ

イラの言葉を今日初めて聞いた人は手をあげ

て下さいと訊ねたところ、約半数が手をあげ

たようです。当クラブでは如何でしょう｡Rotary

YouthLeadershipsAwardsの頭文字をとって

略称ライラとしたそうです。このプログラムは、

古く1959年ですからインターアクトスタート

の3年前にオーストラリアとニュージーランドで

スタートしました。日本では1975年大阪で、当

地区では昨年の1993年に岡崎でのライラセミ

ナーが最初であります。当千種ロータリーク

ラブの現委員長西野君が、今年3月19日、20日

と参加されました高蔵寺の県の研修センター

での報告を3月22日の例会でされております

とおり、ライラ即ち青少年指導者養成講座の

受講生の評判は、まことに良かったにも係ら

ず、受講生の参加者が少なく、72クラブ中、参

加50クラブ21クラブが受誰生なしで、PR不足

を反省しているとのことであります。

12月2日の研修費用は、すべてロータリー

の負担となっていますから皆さんの御子弟を

是非参加させて頂きたいものであります。次

年度は3/18～3/19にかけて東知多ロータリー

クラブがホストとなり、美浜の愛知県青少年

の家で実施の予定であります。

以上が第6分科会のざっとの内容でありま

す。そこで私の感想をつけ加えさせて頂きま

すと、第1に青少年活動委員会は、次世代のロー
タリァン養成機関としてのインターアクトク

ラブ・ローターアクトクラブ並びにライラが

存在することが、この分科会に出て理解させ

て頂きました。

まず資格、年令から考察します

14才-18才 インターアクトクラブ

18才-30才 ローターアクトクラブ

双方の年令範囲がライラの対象であり
ます。

二
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iます｡近年香港から中国人が多く入｡てきま：
ぎした。 g

i あなたのクラブのように国際理解において：
言友好を築くことは大切だと思います｡私の会彦
；長の任期が終わる前に更なるコミュニケーシ言
ミ ョンがはかれたらと思います。お近づきに私：

三

§の名刺を入れておきます。 、

諒卿聯言騨艤鰯潅
さ遂行できますよう期待します。私の方は達成曼三

呈 したいこと全部は出来かねると思いますが。 f
＝ ＝

鳥 この手紙は今シドニーを訪問中のそちらのミ
ロ

FG.S.E.チームを通して送らせて頂きます。彼：

うらが個人的に貴ｸﾗﾌを訪問することができ鳶
言ればと思います。 ：
肺QIOl10,■■11'$伽'10,■口Ⅱ''800,,0鋲■‘'1帥‘,1M旬n10IiOllllIhmjIⅡ'''001回■''1011'‘01■ロ川l0lI8llppOO'1""IIP守

麻雀会

（於:松楓閣5/10(火))

RANK NAME MARK

優勝 永井正義 十50,100

2位 吉田敬岳 十47,000

3 位 中山信夫 十28,000

B B 太田 茂 -47,400

1993～94年度麻雀会会長杯取切戦優勝者は

吉田敬岳君に決定しました。

第2に今朝の新聞の第1面に宮崎医科大学
の副学長が3年かけた調査結果によりますと
大学入試センターの学科試験に重点をおいた

入試選抜と高校時代のボランティア活動、部
活動、生徒会活動、囲碁、将棋、書道などの

免許等を加味して選抜した結果、後者の方が
入学後に優位な成績を収めているとのことで
あります。これはインターアクトクラブ提唱
に誠に有意義なことと考えております。

3'''''iqm'' ''"'Ii'･ハーツビルRCからのお手紙紹介側''"'.･I'[
己

； 貴クラブの皆さん今日は。 ,
ミ 私はお返事が遅れたことを先ず最初に心よ弓

： りお詫びします｡そして､この年度内にもつ§
言 と定期的に通信しあえるといいなあと思って言B
2います。 誉三

『 私はクラブ活動の写真を送ろうと思いまし号
嘗たが､それがかえって返事を遅らせる原因の亀
百一つになってしまいました。しかし、まだ出；
；来ていません。その代わり7月の新年度用に冬

鳥何か印刷できればと思･ていますのでそのとミ
ミ きにはそちらに一部お送りするつもりです。 舅
二

F 私たちの主なプロジェクトはシドニー首都§
亀圏の多くの人に役立つ新しい小児病院のため身
jに資金を集めることで､今までも大変忙しくミ
ニ

冒 しておりました。私たちは今年度25000ドル集量
＆めましたが、来年度、再来年度も更に同じ位；
三 三

言の資金を集めることになっています。また、ロー言
、タリーは200万ドルの病棟を建てることを約束i
ぎ しましたので、まだ道のりは長いのです。 号
： 他の主な事業は国際奉仕です｡私たちのク､
竜ラブは、ロシアのモスクワに孤児が孤児院を言
：出るときに仕事に就けるよう訓練や技術を得号
号るための家を建設するプロジェクトに着手し竜

：ました｡子供に医療援助やおもちゃを与える；三
『他のプロジェクトもあります。私たちはもう弓
■

薑既にコンテナー2個を送り、彼らもこれを受享
iけ取りました｡そのプロジェクトは思いの外j
言難しいことが分かりましたが、努力のかいが薑
＝ 言
:あるといえます。 ：

亨 私たちは工芸品や小さな産業品が売れるよ言
二 三

B う今月の終わりに共同市場の設立に着手する：

;二藤躯臓蕊篭鴇職議
＝ 二

言れば…私たちのクラブは丁度60名のメンバー言
〃

gからなり、もっと多くのメンバーを現在探し；
＝ ＝

『ています。クラブの大多数は50才以上で、そ弓■

2のl/3が会長経験者です。大抵のメンバーはハー目
＝ 三

：ツビルで事業をしています。私たちの国際奉；
号仕委員長リンドセイエドワード博士は、次年昌
＝ 言

言度も引き続き国際奉仕委員長を務めると思い言
■

ぎます。 q冒
三

・ ハーツビル市はシドニーの南側にあり、国：
9 ■

昌際線のターミナルからそう遠くはありません。言三
F私たちの団体にはいろんな文化圏の人々がい、

皇

=二二::::::::::=二二:職::ロータリーミニ情報::::::::::=＝:::::::;”

一地区協議会一

地区協議会は、ロータリーの年中行事で最

も重要な地区会合です。これは、次期クラブ

指導者を集めて教育し、知識を授け、激励す
ることを目的としています。地区協議会が、ど

れだけ目標を達成するかによって、次年度に

おけるロータリーの成否が決まるといっても

過言ではありません。クラブ指導者が7月1

日に交替しますが、その前後をつないでロー

タリーの奉仕プログラムを継続して行えるよ

うにしている重要な連結点です。

へ

◇例会変更のお知らせ

名古屋南RC 6/1(水)名古屋熱田RAC10周年

記念式典全員登録の為､6/4(土）

名古屋ヒルトンにて19時より

◇お知らせ

会員太田茂君が5/15付でシニア会員に

なられました。

◇次回例会（5月24日）

講演“景気より天気”

㈱ウェザーニューズ代表取締役社長

高梨生馬氏 （紹介菅原君）

◇次々回例会（5月31日）

講演“呉の伍子青と越の萢識”

㈱春日荘代表取締役

春日良平氏 （紹介菅原君）
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