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まことの幸福は人助けから
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第493回例会平成4年9月1日（火）晴

◇“君が代”

◇“それでこそロータリー”

◇出席報告

会貝 68(64)名 出朧 54名

出席率 84.38％

前回 8月25日（修正出脈率)100%

◇ビジター紹介

あまRC 神戸政治ガバナー

名古屋北RC 日比榮一名古屋第二分区代理

あまRC 上野山通地区副紳邪

他10名

◇お誕生日祝福

小林夫人(9/3)､杉山夫人(9/3)､今西夫人(9/4)、

鈴木(理)夫人(9/5）

◇ニコボックス

あまRC ガバナー 神戸政治氏

地区副幹事 上野山通氏

名古屋北RC名古屋第二分区代理

日比榮一氏

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、林淳三君、池田隆君、今

枝秀夫君、今井浩壹君、釜谷健一君、

菊池昭元君、小山雅弘君、黒野貞夫君、

松島孝彰君、水野賀続君、新美敢君、

西野英樹君、大口弘和君、大谷和雄君、

佐久間良治君、竹内眞三君、谷口暢宏君、

魚津常義君和田正敏君、渡辺辰夫君、

山本眞輔君、吉田節美君神戸政治ガバ

ナーをお迎えして。

小林明君、鈴木理之君ガバナーをお迎

えして。夫人誕生日祝い。

今西幸一君、杉山貞男君夫人誕生日祝

い◎

加藤大豊君世界ジュニアゴルフ選手権御

声援ありがとうございました。太II1 茂さん

ラウンド応援ありがとうございました。孫の

ガバナー公式訪問
‐

力也残念ながら4位に終わりました。

木全昭二君8/jiクラブを持って20年、セン

トクリークイースト6番でホールインワンを

してしまいました。

菅原宣彦君お陰様で財剛法人愛知国際水

泳殿堂設立されました。今後のお力添えを御

願いします。

市原数男君早退させて頂きます。

鷲野義明君早退するより欠席と思いまし

たが“･仕LIﾄの関係で早退します。

◇池田幹事報告

1．本日例会終了後、クラブアセンブリーを

開催致しますので、理事役員・各委員長は百

合の間にお染まり下さい。

◇笹野義春君挨拶

先日父の葬儀には、皆様お忙しい' |:!又お鶉

い中、多数ご会葬賜わりまして厚く御礼申し

上げます。

父は丈夫な方で病気一つしたことがなかっ

たのですが、今年の5月に腰が揃いというこ

とでお医者様に行きましたところ、肝臓がひ

どくやられていてあと3ケ月位だといわれま

した。本当に突然のことで何;もしてあげられ

なく、残念に思います。

父が亡くなりましたのは26日で、28日が友引

だったため、大変あわただしく、西村さん初

め皆様にご迷惑をおかけし叩し訳ありません

でした。

この場をおかりしまして皆様に御礼申し上

げたいと患います。本当にありがとうござい

ました。

へ

◇大谷会長挨拶

本日の111時半より神戸政治ガバナー、上野

山通地区ml1聯ﾘﾄにお越し頂き、色々ご指導を

頂戴いたしました。先日は、 ’三I比榮一分区代

－1－
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っています。いかに他人へ奉仕するかを求め

て、その喜びを見出した人が人生の真の幸柵

を探しあてた人である－

「l標は次の7つです。○新プログラムは提

出しない○ロータリーの俄習伝統養成○

新会員の同化適応等○善意と開発会議○

ロータリー財団4千万ドル○会員増強○

表敬訪問（日本明年5月東京）○テーマ推進

醜点プログラムは次のとおりです。○天体

地球の保全○飢餓救済○高齢者への思い

やり ○青少年への関心○薬物濫用間迦

○識字率向上○世界社会奉仕○善意と平

和の推進、これら亜点プログラムをクラブで

も取り上げ、バランスよく推進いただき、RI

会長賞を是非受賞していただきたい。

地区の目標としては、会員増強は100名、財

'11寄付は1名100ドルなどです。各クラブとし

ては邪業計画どおり実行していただきたい。そ

の述成率をまとめて発表し、実績として保存

したい。

又、今年度地区大会は11月22～24日の3日

|H1瀬戸ロータリークラブのホストにより行わ

れます。後日瀬戸ロータリーのメンバーがPR

に伺わせて頂くと思いますが、趣向をこらし

たプログラムをご川,種しておりますので、会

旦の皆様を初め、ご家族の方々にも多数の参

加賜わりますようお願いたします。

般後に下種クラブの10周年記念行事の盛会

をお祈りし、次のダクターマン会長の言葉を

ご紹介して私の話を終わります。－あなたに

は、助けを求める'Ⅱ|-Ufjliが、子供たちがおな

かをすかして突いているのが･･･聞こえますか

….これらは、真の幸補は人助けからと思う〃

たちへの呼びかけです。一

（文壷浅井誠寿君）

理からもご懇切なお話がございました。有難

うございました。ロータリーは多くの皆様に

接し、お互いに啓発され、またご指導をうけ

{IIIびていくものだと思っております。

ことばは、人の生活や生活感情、その国の

国民性や文化などを表わしております。「人」

という語は、人顛、個人、人材、人柄、他人、

世間の人、第三者、自己など多くの意味をも

っております。「人をばかにするな(I］分)」「人

の噂は75日(世III1)」「人のふりみてわがふりi!!I

せ(他人)」などです。一語の中に「自分」と

｢他人」を表わす語は外国語ではないと思いま

す。農耕生活で我・彼の区別なく働く。こん

なところから出たのでしょう。自他合一、自

他平等こういった暖かい精神感‘崎は少なくな

ってきました。然しロータリー糀神はまさに

この気持ちではないでしょうか。「人のｿili気を

頭揃に病む」は|当1分に無関係なことによけい

な心記をすることに使いますが、昔は人のこ

とを自分のことのように心記したのでしょう。

｢袖振り合うも他生の縁｣。道で見知らぬ人と

袖が触れ合うのも深い宿縁に基づくものだと

いうことです。人と人との縁、つながりを大

切にする気持ちです。「傭は人の為ならず」を

人の為にならないから慌をかけていけないと

考えている若い人が多いようです。人を助け

ればやがてよい報いがやってまいります。

へ

◇第2760地区神戸政治ガバナー講話

へ

会長・幹事懇談会

l1 30～12:30橘のlNl

本年度第2760地区ガバナーの神戸です。会

長・幹事さんのお話を聞いて、非常に蘭の高

いクラブであると感じました。さきほどの「雑

誌の窓」のお識もダクターマンRI会腱のテー

マに関連され、ガバナーとしてお話する半分

位お話いただいたことで、テーマについては、

極々ご説明する必要はないなあと思った訳で

す。

公式訪問で必ずお話せねばならぬことはテー

マと目標です。テーマはさきほどのお話のあ

のとおりです。出典は、シュバイツアー博士

の言葉と聞いています。－私はあなたがたの

宿命はわかりません。しかし、これだけは知

鰹＝
~

国

例会前に、ガバナー・分区代理・地区副紳

41ド ・会長・副会長・会長エレクト・正副聯リド

による会長・幹蛎懇談会が行われ、活発な討

論が繰り広げられました。
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含めて上々の評判を頂戯いたしました。

タブルスプレーの結果は次の通りでした。

小山・今枝 1－6岩田夫妻

小山・岩田夫人 1－6今枝・岩田

今枝・岩田夫人0－6小山・岩田

池田・岩田 1－4今枝・榎戸

（参加者10名）

クラブアセンブリー

13:30～15:30百合の間

＝＝一言一市内19RC合同麻雀会＝一一=÷

（於：八勝館8/20(木)P.M.4:30～）

久々に当クラブより今西君、中山君、笹野

君、鈴木（理）君が出席しました。

中山君は大いに活雌され、堂々3位に入賞し

ました。団体戦の結果は下記の通りです。

団体戦の部

RC名 MARK

大須 +48,400

東 十11，900

千種 －4，500

（ホスト瑞穂RC)

◇例会変更のお知らせ

名古屋東南RC 9/17(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 9/17(木)職場例会の為、愛

知芸術文化センターにて

名古屋港RC 9/18(金)朝食例会の為、 7

時30分より

名古屋瑞穂RC 9/24(木)なごやか夜間例会

の為、 18時より

◇事業所移転のお知らせ

会員 宮尾紘司君

新住所 〒464千種区今池3-12-20

KAビル703号

TEL 052-735-0380

FAX 052-735-0703

（9月8日より）

;-享．．＝＝象~一一･＝書.---..･….ちょっとPR･-､..……･…･-．､…へ.....I

i; 世界ｼｭﾆｱｺﾙﾌ選手権大会で孫の力也I
i !にご声援ありがとうございました。残念ながi
i ら4位に終わりました。同じ14歳で身長194c,n!

Iどう見てもオッサン。あの選手と一緒ではか；
11わいそうとギャラリーの声｡315ヤードパー4.：
iiワンオン・ワンパットのイーグルに驚き。ジI

i!ユニアのコンペとは思えない。今更世界のしi
i:ベルの高さにびっくり。

加藤大豊君I
i;ﾊ……~､…邪.……..….鍼..…,…..………ﾊ…篭.,……､…､…..､-,%…,‘

◇次回例会（9月8日）

友愛の日

◇次々回例会（9月22日）

職場例会

ABIX吹上にて1211寺30分より

ｰ

毎苗

L

ー

摩

－

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。

神戸ガバナーは豊富な公式訪問の体験より、

普段えられにくい他クラブの状況を混じえて

ご指導くださり、私達一同大変貴重な時間を

もつことができました。

光栄なことにRIへ報告する当クラブの評illi

として一番よい“優”をつけてくださるとの

ことでした。

へ

雪蕊勇霊蔦

今年度のRIテーマ｢まことの幸福は人助けか

ら」について、ロータリーの友8月号4～5頁を

読んで、まず感じたことは、昨年のテーマ｢自

分を超えた眼を｣の哲学的テーマに比し、ポピ

ュラーな感じで解り易いように思いました。

あるボランティアの背年がネパールで一年

間のワークキャンプを終えて帰国して、しみ

じみと述懐していた言葉が印象的でした。「ボ

ランティアとして与えたものより一年間現地

の人たちと生活し与えられたものの方が大き

かった｣と、貧しさの中で助け合っている人間

本来の姿に接することができたのです。

以前聴いた講演会で、自利利他という言葉

を聴いて感銘を受けたことを記憶しています。

平安初期、日本天台宗の|淵祖である最澄師

の言葉だそうです。自利(自分の幸せ)とは、利

他(他の人を幸せにすること）を言う。今年の

RIテーマは1200年前に日本に生きていました。

担当木全昭二君

へ

一一一一一一第2回テニス大会今一一～

前回評判の良かった覚王山テニスクラブで

8月23日（日）18時より第2回テニス会が開催

され、会員の健康を保持すると同時に会員間

の親睦を深めることができました。今回より

初心者コースが設けられ、松島親睦委員長の

おはからいで優秀なインストラクターを派遣

頂き、生まれて初めてラケットを握った方も

－3－



◇ロータリーの友8月号より

ゴ

~ ~~~
”同一タリー財団

奉仕の

~■ ■

Candlesofservicebrightenthe

Foundation's75thanniversay
6

ロータリアン誌編集部

けてあげられないと説明するのは、ブラウさ

んにとって非常につらいことでした。

帰国したブラウさんは、スカンジナビア諸

国のRC会長に手紙を出し、発展途上国でボラ

ンティア活動をしてくれる医師を探してほし

い、と依頼しました。これが人材銀行ならぬ

ドクター．バンクの始まりで、今ではデンマー

ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、

スウェーデンの医師、175人が登録しています。

ロータリー財団のロータリー・ボランティ

ア．プログラムを通じて、ロータリー・ドク

ター．バンクのメーバー30人が、既にアフリ

カやアジアで奉仕活動をしています。

本格的なスタートは

｢世の中にとって良いことをするための資金」

を遺贈するという考え方は、ロータリーの世

界でも昔からあったのでしょうが、「世界理解

と平和のためのロータリー財団基金｣が本格的

にスタートしたのは、1982年、アメリカ．ニュー

メキシコ州のトルゥース・オア・コンシクエ

ンシズという風変わりな名前の町ででした。

一

この町の弁謹士だったビル・バーラーさん

は、自費でロータリー財団が主催した、財産

の計画遺贈についてのセミナーに出席して、ア

イデアを仕入れ、自分の地区のロータリアン

に呼びかけたのです。呼びかけの内容は、ロー

タリー財団に1人当たり5,000ドルを遺贈する

と約束してくれる人を、50人見つけてほしいと

いうものでした。

1984年までに、第5520地区では42人のロー

タリアンとロータリアンの未亡人が遺贈を約

束しました。そして、この年の地区大会で、バー

ラーさんが｢ロータリアンとして鮫も感激した

瞬間」がありました。バーラーさんのスピー

チに感激した参加者12人がその場で遺贈を約

束し、その瞬間、地区の目標が達成されたの

です。

奇禍で亡くなった財団奨学生

キャサリンE.フィン・ベリーさんは第5130

地区のローナートーコタティRCがスポンサー

したロータリー財団国|際親善奨学生として、タ

イのマヒドル大学で、エイズのパイオニア的

研究をしていました。子供を産む年代のタイ

の女性たちがエイズの危険にさらされている

という現実を理解した上での研究でしたが、そ

の成果は、タイだけでなく、広くアジア全体

に恩恵をもたらすはずでした。

しかしベリーさんは、研究が完成する前に、

車故で亡くなってしまいました。ベリーさん

とご主人は、火事のために断線していた高圧

線をうっかり踏んで、感電死されたのです。ベ

リーさんは自分の研究について、ロータリー

財団にこんな手紙を出していました。

｢…･"人間の生活のあらゆる面で奉仕をすると

いうロータリーの考え方は、人類全体の生活

の向上のために優れた成果を上げようという

私の考えと一致しています。しなければなら

ないことはたくさんあります｡」

へ

ドクター・バンク

例えばスウェーデンでは、人口350人に対して

医師，人の割合ですが、発展途上国の一部で

はこれが10万人に’人となっています。ジャー

ナリストで、スウェーデンのマルメーメレバ

ンゲンRCのロータリアン、ラルス・ブラウさ

んは、仕事でアフリカに出かけた時、診療所

を訪れる度に医師と間違えられ、助けを求め

られました。その度に、医師ではないから助

－4－


