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第503回例会平成4年11月24日（火）

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 69(66)名 III W50名

出勝率 75,76％

前 Iml 11月17日（修『E出席率) 96. 92%

◇ビジター紹介 1名

◇お誕生日祝福

久保111夫人(10/18)

◇ニコボックス

水野民也君勝様の顔が見たくて1 1色々お

見舞いありがとう。 101DI休みました。

今西幸一君昨'二I地区大会（瀬戸市体育館）

へ出かけました。約1,000人の出席に圧倒され

ました。

加藤大豊君第8回名古屋シティマラソンロ

スァンゼルスの代表初め15,000名のランナー

の参加のもと好天に恵まれ実行委員長として

無事終了することが出来ました。

小林明君 10周年記念初代会擬杯取切戦で

家内優勝しました。有難うございました。又、

10月に桑名国|際C､C､鈴鵬コース13ホールでホー

ルインワンを致しました。ゴルフを始めて25

年日でした。

久保田皓君仕耶の祁合で早退します。結

婚記念日祝い。夫人誕生日祝い。

三好親君やっと少し慨れました。

成田良治君 3分IM1スピーチをさせて頂き

ます。

上野保君加縢大1Mさん先日はありがとう

ございました。

山本眞輔君 ll/27(金)9:55～10:50束海テ

レビさわやかフライデー東海の作者シリーズにて

とり上げて頂きます。ご覧下されば幸いです。

秋山茂則君、堀江宏輝君、市原数男君、

池田隆君、今井浩壹君、釜谷健一君、

小山雅弘君、黒須一夫君、水野賀続君、

中山信夫君、奥村登喜朗君、大谷和雄君、

佐久間良治君、笹野義春君、杉山貞男君、

友愛の日

竹内眞三君、渡辺辰夫君、吉田節美君

本日はニコニコデーです。

◇池田幹事報告

1.本日例会終了後、理馴役員会を開雌いたし

ますので理邪役員の方は2F柵のIIIIにお染ま

り下さい。

2‘名古屋市より第141ul姉妹･友好郁市児載番画

展、第37回名古屋市児灘生徒造形作品展を11

月25日～29日9530～17:00名古屋市博物館3

階ギャラリーにて開催のご案内がきております。

◇大谷会長挨拶

「立食（りっしょく）」

本日は「友愛の日」で、立食になっていま

す。ビュッフェスタイルともいいます。こう

いった形式はいつ頃からはじまったものか不

明ですが、政治家のパーティーで流行しはや

ったのかも知れません。福沢諭吉の「禰翁自

伝」に、「皆上草収を穿きて立て食ふ°銘々茶

碗に盛て百鬼立食す｡」とあります。元来日本

人は座る習悩ですから、立って食べる様子は

まさに鬼どものように行般懇<、脈作法とい

うことでしょう。

ところで、「ことば」は持っている意|味だけ

でなく、その持っていることばの感じ、持ち

味、ニュアンスというものがあります。本当

は「りっしょく」でなく、訓読みの「たちぐ

い」の方が柔らかく意I味もよく解ります。し

かし、受けとる感じは下IW!です。「たちぐいパー

ティー」とはいいません。「千砿」の音読みは

「せんしゅ｣。訓は「ちくさ」です。「ちくさ」．

「やちくさ」はしなやかで心よい響きです。万

葉集の志資皇子のよろこびの御湫「瀞走る蕊

水（たるみ）の上の早職の鮒え出づる春にな

りにけるかも」は、母音の「ア」音を10も川

い明るさが出され、「ラ」行欝が7使用され、

流れる感じがあり、全体で拝のよろこびが感

じられます。歯擦音、サシスセソは歯から出

て雑音が多く、きれいに聞こえにくい音です。
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「サ」行音は2音だけです。

日本語はこのようにきれいな言葉です。立

食のよさは、一定の場所でなく、好き芯所へ

行って歓談し、好きなものを食べる。固苦し

さはありません。美しい言葉で、楽しい会話

がはずむように願っております。

一一一一一一一一友愛の日一宇一一一一一

◇乾杯水野（賀）副会長

名古屋東RC l2/14(月)年末会員家族懇親会

の為12/10(木）

名古屋昭和RC l2/14(月)年末会員家族懇親会

の為12/10(木）

名古屋空港RC I2/14(月）年末家族会の為

17:30より

名古屋名東RC l2/15(火)年末家族会の為

18:00より

名古屋名駅Rc l2/16(水)年忘れ家族会の為

12/22(火)17:30より

名古屋大須RC l2/17(木)家族忘年会の為

ホテルナゴヤキャッスルにて

16:00より

名古屋北RC 12/18(金)家族忘年懇親会の為

17:30より

あまRC l2/21(月）年末家族会の為

17:00より

名古屋栄RC l2/21(月)親睦例会の為京懐石

吉泉にて

豊山城北RC 12/22(火)クリスマス家族会の

為12/20(日)18:30より

名古屋西RC l2/24(木)夜間例会及び年忘れ

家族会の為ホテルナゴヤキャ

ッスルにて17:30より

名古屋東南RC I2/24(木)忘年家族会の為

12/26(土)17:30より

名古屋瑞穂RC l2/24(木)夜間例会の為かすが

荘にて18:00より

名古屋港RC l2/25(金)忘年家族会の為

12/20(H)名古屋東急ホテルにて

名古屋名南RC l2/29(火)家族忘年会の為

12/26(土)名鉄ニューグラウン

ドホテルにて18:00より

名古屋和合RC 12/30(水)年末の為12/25(金）

名古屋名北RC 12/30(水)家族忘年会の為

12/26(土)ホテルナゴヤキャッ

スルにて

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません。 ）

12月28B(月） 名古屋空港RC、名古屋栄RC

12月29日（火） 名古屋RC、豊山城北RC

l2月30日（水） 名古屋名訳RC

12月31日（木） 名古屋西RC、名古屋守山RC、

名古屋東南RC、名古屋瑞穂RC、

名古屋大須RC

1月1日（金） 名古屋北RC、名古屋港RC

1月4日（月） 名古屋東RC、名古屋中RC、

名古屋栄RC、名古屋昭和RC

l月5日（火） 名古屋名南RC
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昨年の2月13日、 4RC合同例会がありま

したが、その時会長挨拶で何を話そうかとロー

タリーの友を片つばしから何十冊も開いたこ

とを思い出します。交通安全、植樹、環境問

題や献血運勤等々毎月毎月盛り沢l11． ロータ

リアンの奉仕の精神を今更の如く感じられた

ものでした。

私はその時ロータリーの友で紹介された“モ

スクワにロータリークラブ結成” 蕊ヒュー・アー

チャーRI会長との会話”を読んでお話したわ

けですが、たった一年を過ぎたばかりですが

今は当時のソ連も芯<なりました。今後ロシ

アやウクライナ、 リトアニア等、かっての共

産系の国々にも次々とロータリークラブが出

来て、地域社会に貢献している姿をロータリー

の友に発表されるのを持っている次第です。

担当成田良治君
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晩秋の名古屋の街を飾るスポーツのビッグ

イベント11月23日第8回名古屋シティマラソン。

ロスアンゼルスマラソンと友好提携を結びお

互いに交流をしております。今年もロスマラ

ゾンの代表を招き、全国から15, 000名という

大勢のランナーの参加を頂き大成功の内に第

8回目の実行委員長として無事終了することが

出来ました。 加藤大豊君

風
◇11月度理事役員会議題

l@ 1993～94年度理事役員の件。

2.褒章受賞お祝いの件。

3.お見舞いの件。

◇例会変更のお知らせ

名古屋和合RC l2/2(水)年末会員・家族懇親

会の為18 : 00より

名古屋中RC 12/7(月）夫婦忘年会の為

名古屋栄RC l2/7(月)例会場都合の為

名古屋クレストンホテルにて

あまRC ガバナー公式訪問の為18時より

名古屋RC 12/8(火)忘年家族会の為

名古屋南RC 12/9(水)忘年家族会の為17:30

より

名古屋守山RC l2/10(木)忘年家族会の為

17:20より

名古屋瑞穂RC l2/10(木)年末家族会の為

18:00より

◇次回例会（12月1日）

講演 "Study inJapan"

米山奨学生 孫宏業君

◇次々回例会（12月8日）

講演 "10年のロータリーを顧る”

会員 菊池昭元君
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