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名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24目

例会日 火曜日12：30

例会場 愛知厚生年金会館

事務局 TEL763-5110MX763-5121
会長 黒野貞夫
幹事 山本屋輔
会覇委員長秋山茂則

□一夕リーク

1982年8月
火曜目12：12：30

年金会

題字黒野貞夫

行動に信念を信念は行動に
RFI IEVEINWHATYOUDO DOWHAT

l993～94榊藍

No. 46 YOUBELIEVEIN

RI会長 1jバー卜･R･バー人

第576回例会平成6年6月28日(火)晴

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 68名 出席 62名

出席率 91. 18名

前回 6月21日（修正出席率) 100%

◇お誕生日祝福

三輪君（6／22)、水野(賀)夫人（6／27）

◇ニコボックス

黒野貞夫君一年間御支援を頂いてっつが

なく鹸終例会を迎えることができました。何

かといろいろありがとうございました。

山本眞輔君感謝、一年側ありがとうござ

いました。

秋山茂則君、松居敬二君、宮尾紘司君、

水野民也君、西尾正巳君、奥村登喜朗君、

大口弘和君、大谷和雄君、佐久間良治君、

竹内眞三君、鷲野義明君本年度お世話

になりました。

浅井誠寿君、池田隆君、中山信夫君、

吉田節美君会長、幹嚇さん、一年間本当

にお疲れ様でした。

今枝秀夫君、今西功一君、小山雅弘君、

笹野義春君ニコニコデー。

釜谷健一君、水野賀績君今年度何かと

お世話になりました。

加藤大豊君大相撲名古屋場所が来月3日か

ら始まります。愛知県でただ一人の幕内力士

朝乃若、前頭五枚目まで昇りました。カミサ

ンの親戚だそうです。ご声援~ドさい。

河村政孝君先日の夜IMl例会都合に依り欠

席しました。今後共よろしくお願い致します。

松島孝彰君三好さんTB会ありがとうござ

いました。

永井正義君会員の皆さん親睦活動委員会

にご協力、ご支援を頂きありがとうございま

した。ご不満もありましょうが寛容にお許し

下さるようお願い致します。感謝。

友愛の日
へ

西村禎二君今年度皆様に何かとお世話に

なりました。次年度は、会員増強にご協力を

お願いします。

岡島常男君先週は新人歓迎会ありがとう

ございました。

上野保君6月14日、無届欠席しました。

長門保明君、塩澤君夫君ニコボックス

ヘのご協力ありがとうございました。

◇山本幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので理耶役員の方は2F棚の間にお集

まり下さい。

2．次回例会終了後、クラブアセンブリーを開催

いたしますので理事役員、各委員長はお残

り~ﾄさい。理事役員の方はその後、臨時理

事会を開催いたしますのでお願い致します。

◇竹内出席委員長報告

1993～94度もゴールを迎えようとしており、

一年の当委員会の活動を振り返ってみたい。年

度初めに委員4名で「活動方針」を決定し、そ

れを発表した。従来の活動と多少肌合いが変

ったせいか、当初誤解やら委員会の真意が会

員に分らず、色々の意見がI噴出した。

例会だけでなく地区大会、 1．M.などへの出

席勧奨については例会はともかく地区大会（於：

岡崎）出席14名、 1.M.47名、国際大会2名の

現実をみると「出席義務者制度」を理事会に

具申してでも仲間を増やすべきではなかった

かと反省している。

「例会欠席の事前届出制」はかなり徹底した

と思う。ウッカリ届出を忘れた方で“ニコボ

ックスでどうぞ”を敢て拒否された方もある

やにきくが人様々である。

新入会員に対してのmakeupの方法その他

を周知するための機会を「ロータリー情報」「親

l朧」などとも連絡して2度もった。F.S・M.の

形で実施したが有益であったと思う。

へ
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本年度会長テーマ ､､更なる飛翔'′ 本紙(tlり'l .紙を使川して.おI) ます



本年度自クラブ出席100%が1名おられた（当
クラブでは8人目）が、私が亜視したのは他

クラブでのmakeupである。且って「share

Rotary」を掲げたR､I.会長が居られたがshare
は何も地域社会ばかりではない。高々10年し
か歴史のない当クラブの名前をmakeupによ

って色々なクラブにshareして頂く事は大変

有益である。この観点から生まれたのが「他
クラブ訪問報告」であり出席報告に於ける各
会員「makeupクラブの詳細なる報告」であ
る。会員各位の動向がそれによって明らかに
なるし他クラブでmakeupした事は当クラブ

の存在をshareした事に他ならないのである。
うしろめたく思っておられる方の心底が私に

は判らない。この一年間「他クラブ訪問報告」
をして頂いた方の一覧表をのせる。

度には10周年記念のイベント及び例会を終え

たという一区切りが、 ’93年度はじめに多数の

退会者が出、途中65名と苦しい事態に直面し
たのです。

一心に事をなさむと恩ひ立つそのたまゆら
はたのしきものを （若山牧水）
とはいきませんでした。私の不徳、 リーダー

シップの非力にほかなりません。

この一年何をして来たか－が問われるとこ

ろですが、各委員会は委員長を中心にそれぞ

れ積極的に活動をし、成果をあげていただき
ました。一旦減少した会員数も5月には68名

に回復し、実質的な増強に漕ぎ着けることが
できました。

只今まで山本幹事、各委員長、委員の友備

と支援によって、今日を迎えることができま
した。今ここに、改めて厚く厚く御礼を申し
上げます。と同時に会員各位に感謝の意を捧
げ、御礼の挨拶といたします。

ありがとうございました。

◇古稀お祝
西川豊長君、塩澤君夫君、鈴木正男君

例会日

12/14

2／8

3／1

3/22

会員名 訪問先RC

釜谷健一北

笹野義春四日市南

[Ⅱ部井良和ﾊﾙｾﾛﾅｺﾝダル

佐久間良治ﾀｳﾝﾀｳﾝｵｰｸﾗﾝ

ﾄﾌﾚｯｸﾌｧｰｽﾄ

久保田皓港

三輪 簾中

杉IIJ貞男豊橋

会員名 訪問先RC

長門保明京都

今枝秀夫ｻﾝﾓﾘｯﾂ

鴬谷施男栄

池田 隆コナ

竹内樋三名北

渡辺辰夫尾張旭

石黒正則日本橋束

松島孝彰浜松

例会日

7/13

7/20

8/17

＝

8/31

9／7

9/14

9/28

12/7
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幸いに長期病欠者のなかった郡は喜ばしい。
池田君と今枝君より「病欠届」が出たが短期

間で回復された。大慶至極である。
皆出席の表彰は年数に関係なく一律同一表

彰とした。何故ならば何年続こうと出席はロー
タリアンの第一の義務であり、唇びであるか

らである。

但し調うべくして出来ぬのは水野(民)君の
33年皆出席と堀江君のホームクラブ100%であ
る。これは別枠にした。

黒野会長より花束が贈られました。
鯵奮““w》驫極壁一審題舎鐵番友愛の日瞳舎"…魑争謬畢雷"畢溺“

◇乾杯水野(賀)会長エレクト

一一マーーーーーデ～テニス会一=マーー▽~今～～

6/26（日）(於:東山公園テニスセンター）

大口・三好6－5小山・今西
小山・三好6－5今西・今枝
大口・今西 6－3三好・今枝

串~~~マーロ弓T.B (食べ歩き）会一一戸一・~"ﾛ～

6月23日（木）

本年度最後はまぐろのしゃぶしゃぶを“鮪”でい
ただきました。参加者は15名で、最後に幹事

の三好君より一年間を振り返り、挨拶があり
ました。次年度の幹事は吉田(敬)君になりま
すので、引き続きご協力お願い致します。

◇6月度理事役員会議題
1． クラブ内規の件

2．サインメイクビジターフィーの件

3 1M中間報告の件

4．青少年交換学生の件
◇次回例会（7月5日）
新・旧会長挨拶

前年度皆出席者表彰

◇次々回例会（7月12日）
講減"II唯国に駐在して”

伊藤忠商酬㈱前韓国駐在員
加藤魂氏 （紹介成田君）

加えて海外ロータリー

ｸﾗﾌへ当ｸﾗﾌの名前醐騨別表彰着◇
を広めて頂いた諸君にも 水野民也
感謝の意味で表彰する事 ・ホームクラブ

堀江宏樹
とした。

出席100%は“をす篭継蓼溌
るな11が委員会の申し合 佐久間良治
わせだった。趣向をこら 菅原宣彦･田部井良和
した上で好結果を生めば

幸いではないか…が4名の意見であった。簸

終的にどれ程の効果があったかは不明である。
’89～'90年度R.I.会長の年度TargetrEnjoy

Rotary』を般后の結びとしたい。色々と余計
な心配をおかけした皆様にはここでおわびを
する。 “今後共々よろしく”と。

◇黒野会長挨拶
名古屋千砿ロータリークラブは本日ここに
1993年～94年度妓終例会を迎えました。大谷

前会長は「終りが大切（老子)」「何ごとも終
りを重視せよ（ラ・フォンテーヌ）」と「終り
が仕事を飾る」と明言しておられます。世に
「初めよければ終りよし」と言いますが、先年

◇出勝特別表彰者◇
･33年
水野民也
･ホームクラブ

堀江宏樹
･海外クラブ奉仕賞
池、隆・今枝秀夫
佐久間良治
衝服宣彦･田部井良和

へ
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