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第492回例会平成4年8月25日（火）

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 68(64)名 出朧 50名

出席率 78. 13%

前回 8月11日（修正出席率) 100%

晴
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渡辺辰夫君、吉田節美君ニコニコデー

に協焚して。

堀江宏輝君本日はニコニコデーです。夫

人誕生日祝い。

新美敢君シニア会員になったそうです。

西村禎二君お盆にてホームクラブ大変棚l

雌沙汰致しました。皆様お元気ですか。

上野保君例会やっとかめです。

石黒正則君本日、早退させて噴きます。

秋山茂則君飛騨川遡難24回忌師事終えま

した。

小坂井盛雄君バルセロナオリンピックのi刑

会式に家内が私の代理として出脈しファイナ

ルディナーにサマランチ会長を招待してKK

リコーよりの記念品を贈呈する役をお受けし

－･緒に記念写真等を搬り、無事帰国しました。

◇ビジター紹介 5名

◇お誕生日祝福

堀江夫人(8/31)

◇ニコボックス

テニス会幹事 今枝秀夫君

松崎親睦委員長さん、優秀なインストラクター

を派過願いお陰様で第2回テニス会を無事終

えることができました。

池田隆君8／23(日)テニス会、今枝さんあ

りがとうございました。

今西幸一君テニス会入会させて頂きまし

た。続く限りやりたいと思います。今枝さん

ありがとうございました。

鈴木理之君 19RC合同麻雀会で、晴れの

ブービーにてチームの足を引っぱりました。

安藤銀之助君、青山敏郎君、浅井誠寿君、

小林明君、小杉啓彰君黒須一夫君

宮尾紘司君、 フk野賀続君、成田良治君、

西川豊長君、太田茂君、大谷和雄君、

鷺谷龍男君、佐久間良治君、笹野義春君、

杉山貞男君、鈴木正男君、和田正敏君、

一

◇池田幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を開催しま

すので、理事役員の方は2F橘の間にお集

まり下さい。

2．次回例会はガバナー公式訪IMlです。全会

員のご出席をお願いします。

例会終了後はクラブアセンブリーを開催致

しますので、理馴役員・各委員長はお残り下

さい。

◇バナー紹介

京郁RC lZl''1 保明君
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◇大谷会長挨拶

高校野球

高校野球も色々な話題を残しながら決勝戦

となりました。東邦高校も準決勝まで残りよ

く頑張ってくれました。高校生のよさは、何

事も真剣に全力を傾注することにあります。

その真筆な態皮にうたれ感動を覚える。高校

スポーツ文化のよさはそんなところです。今

年の話題の第一は小松星陵高校の強打者松井

君に対した明徳高校市川君の五敬遠であり、

賛否両論が渦巻いております。業者が甲子陸l

応援を募ったところ僅か3名だったと新聞に

ありました。正々堂々戦うことに商校生の真

価があります。

毎年の話越で金があります。出場すると金

がかかる、然し即座に多額の寄付が集まるう

らやましい話です。現実には正選手の宿泊、

交通費は高校野球連盟から支弁されますから、

補欠などその他部員の諸費が必要です。

ある学校では決勝までいっても1,000万あれば

よいといっています。

応援団のためのアルプス席のy想は大変で

す。3000枚に限定されていますが、好ケーム

になれば希望者はふくれ上り、外野の席取に

走らねばなりません。反対のll|寺もあります。

試合前日の211＃までにその数を予想し、 300111

×人数分を支払います。足の出た分は学校持

ち。応援団の送り出しも苦労です。第1試合

は午後10時集合、 12時出発。何十台ものバス

を停めておく場所が問題です。近隣の人の苦

情があります。仮眠をして球場に入りますが

弁当の手記も大変。観光会社のツアーバスの

料金は安いが、学校のチャーターバスは高い。

昔は応援団のもすべて学校がやっていたよう

ですが、今は人集めをプレイガイドでやって

くれます。選手の家族が一族郎党、近所の人

まで集め、無料でその上弁当つきは恐らく昔

の話でしょう。

これらを支える先生方も大変です。夏期休

業の計画は全くたちません。折角の休みが台

なしです。何醜も一つのことをするのには苦

労がつきまとうものです。

クラブフォーラム

10周年実行委員会報告

◎成、実行副委員長
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皆さんご承知の通り10周年記念例会は10月

15日に行われます。会員は全員参加で集合時

|剛は1511*30分、ご夫人にも全員参加して頂き、

夫人同伴にて来賓をお迎えする予定です。

又、記念事業についてですが、 10月13日記

念事業除幕式が12:00より行われ、 1230から

例会となります。作品は会員 1I｣本眞輔さ

ん作のブロンズ像です。

来賓についてですが、 54名を招待する予定

になっております。この中には、市内18RC

の会長・幹事、物故会員のご家族も含まれて

います。招待状は8月半ばに既に送ｲ､l･済みで

す。そして、当クラブの姉妹提携クラブ(オー

ストラリアに3ヶ所にも招待状を送ることに

なっています。

今日は水野民也さんの代理で報告させて頂

きましたが、一番巾しkげたいことは、全会

貝ご夫人にご参加願いたいということです。

どうか皆様のご協力をお願いします。

一

一

◎竹内総務委員長

一ぞ
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◎新美記念誌委員長第1回 3年9月10日

第2回 3年 11月19日

第3回 4年 1月21日

第4回 4年4月14日

第5回4年7月7日

「10周年実行委員会」は都合5回開催された。

第一回の打合せ会に於て委員会に①総務②式

典③記念事業④来賓⑤記念誌⑥会計

の各小委員会を設け、夫々小委員長他各委員

の割り振りを行った。 （既報）

その后、夫々の小委員会で各種の協議が行

われ概略椛想が決まってきたが、未だ詳細不

明の点もあり、只今までの確定している事、

実施された事を報告する。

(1) 10周年「記念事業」

平成4年10月13日（火) 12:00除幕式

を全会員出席のもと開催。

地下鉄池下駅撒内に会員山本眞輔君

の「ブロンズ像」寄贈。

(2) 10周年「記念例会」 （会員並会員夫人

同伴の事）

平成4年10月15日（木）

式典17:00～17:45

会場 厚生年金会館鳳凰の間

（3）記念品会員佐野寛君の純銀製

「皿一枚」

会員、来賓共、同じものをさし上げる。

（4）案内状来賓として

（ｲ）ガバナー、第一第二分区代理、創

立時ガバナー、同分区代理、東RC

関係者(特別代表、ガバナーエイド

は既に物故され、尾関氏伴氏のみ）

第一、第二分区内各ロータリー会

長並幹事

（ﾛ）物故会員ご家族

（古川、堀場、武内君）

（ﾊ）千種区内4公署の長(県及市の長）

案内状はすでに出来上がり8月中旬に発送済。

※総務委員会としてさし当たっての仕事は「式

典祝宴」の委員会が詳細を決定されるのを

待って、早急にプログラムを作成する事で

ある。あと2ケ月足らず不行き届きの点は

会員各位のご指導を得て鋭意努力する意向

である。

－
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10年一昔と申しますが、当クラブもtll立10

周年を迎える事が出来ました。

今日はそれに伴い「10年史」刊行に当たっ

ての進行状況を報告せよとの事ですので一言

申し上げます。実際活字となると後の日まで

残りますので責任ある大役を頂戴したものだ

と心痛致しておりましたが、幸いにも副委員

長に谷口君をはじめ優秀な方を委員に頂戴し

ておりますので安心して委員長とは名ばかり

の席を守っております。

式典が無事終了してから編纂に入りますか

ら現時点では特にご報告する事を持ち合わせ

ておりません。皆さんも他のクラブの記念誌

を御覧になられた事もあると存じますが歴代

会長に依る座談会など掲戦されておりますが

当方は実際にご苦労なされた？幹事さん方に

下賎な話で申し訳ないのですが「会長バッシ

ング」を座談会でやり本音を語ってもらい紙

面にしたいと考え既に1回試みたのですが「江

戸の仇を長崎で」と言う様な事にも成り兼ね

ませんので手加減して頂き、近日中に再度や

り直す事になっておる様です。

大谷会長の「家族参加の親睦」にお応えし

既にお願いしてありますがご家族のスナップ

写真を紹介致しますので宜しくお願い致しま

す。尚、お手元には来年1月になる予定です。

◎式典予定

・祝宴 テーブル座席指定

・司会 中京テレビアナウンサー

・ビデオ （創立記念除幕式）

・アトラクション

桜花学園によるオーケストラ

中京テレビ依頼（未定）

国二頁

へ
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◇第2760地区ガバナー紹介

霞≧】
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一

皿
まさじ

〔神戸政治氏プロフィール〕

･ 1930年(昭和5年)6月15日生

・フルエング㈱(機械専門商社）

取締役社長

・ロータリー歴

1970年7月あまロータリークラブ入会

1975～76年度幹事

1985～86年度会長

1990～91年度地区青少年交換委員会

副委員長

ポール・ハリス・フェロー

◇例会変更のお知らせ

名古屋港RC 9/4(金)RAC、夫人の

集いの為、 18時より

名古屋空港RC 9/7(月）春日井・小牧

RCとの合同例会の為、

18時より

名古屋昭和RC 9/7(月)1.D.Mの為、

9／8(火)八事八勝館にて

18時より

名古屋栄RC 9/14(月)親睦例会の為、

かすが荘にて18時より

へ

◇財団奨学生高橋直美さん

三
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|； 八月二-'一日19RC麻雀に参加、メンバー中最

1： 年長(81才)の方と同卓になりました。一見手リ

i 先が腰えているのを見て(失礼)内心、 「しめ!；
：：

i た」と恩いきや終わってみれば腕の方を振わり

： れて予期せぬブービー賞でチームに迷惑をか!i
：i

1i けました。

鈴木理之君;！

ー

◇8月度理事役員会議題

1．新入会員候補者の件。

2．愛知県立千種聾学校褒賞の件。

3~会員増強委員会より会員推薦お願いの件。

◇次回例会（9月1日）

ガバナー公式訪問

◇次々回例会（9月8日）

友愛の日
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