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第451回例会平成3年10月1日（火）雨ガバナー公式訪問
~

上野保君、鷲野義明君、吉田節美君

ガバナーをお迎えして。

水野民也君ガバナーをお迎えして。

テニスコートをゴルフ練習場に。優待券をお

帰りにお持ち下さい。

西川豊長君ガバナーをお迎えして。

10月1日から7日まで全国一斉に公証週間を

実施しております。ご理解とご支援をお願い

します。夫人誕生日祝い。

黒須一夫君加納ガバナーをお迎えして。

長女和子が、去る9月29日結婚しカナダへ新

婚旅行に立ちました。

水野賀続君ガバナーをお迎えして。誕生

日祝い。結婚記念祝い。

太田茂君、和田正敏君ガバナーをお迎

えして。夫人誕生日祝い。

北野寿三郎君西野英樹君、佐久間良治君、

竹内真三君ガバナーをお迎えして。結婚

記念日祝い。

久保田皓君ガバナーをお迎えして。夫人

誕生日祝い。結婚記念日祝い。

成田良治君夫人誕生日祝い。結婚記念日

祝い。

佐野寛君誕生日祝い。

吾郷正夫君夫人誕生日祝い。

今井浩壹君結婚記念日祝い。

◇“君が代”

◇“奉仕の理想”

◇"RI会長テーマソング”

◇出席報告

会員67名

出席率77.61％

前回9月24日

出席 52名

(修正出席率)100%

◇ビジター紹介

名古屋中RC

名古屋東RC

他7名

加納泉ガバナー

伊藤寛名古屋第二分区代理

◇お誕生日祝福

水野(賀)君(10/5)、西川夫人(10/5)、

太田夫人(10/1 1)、成田夫人(10/14)、

和田夫人(10/14)、久保田夫人(10/18)、

佐野君(10/19)、吾郷夫人(10/26)

へ

◇ニコボックス

名古屋中RC ガバナー 加納泉氏
地区副幹事杉本仁至氏

名古屋東RC名古屋第二分区代理

伊藤寛氏

公式訪問でお世話になります。

秋山茂則君、江崎民夫君、林淳三君、

池田隆君、釜谷健一君、加藤大豊君、

加藤正義君、菊池昭元君木全昭二君

小杉啓彰君、小山雅弘君、黒野貞夫君

松居敬二君、三輪康君‘宮尾紘司君、

中山信夫君、大口弘和君、尾関武弘君、

笹野義春君、杉山貞男君、鈴木理之君、

◇和田幹事報告

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。

2． 次回例会は職場例会で15B(火)名古屋短

期大学付属高等学校です。お間違いの無い

ようご出席下さい。
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◇秋山会長挨拶

旧家の家訓

兵庫県の豪農(小作人3千人)伊藤家五代目

長次郎の家訓をご紹介します。

一、朝は随分と早く起るべし、 （大切な時間を

うかうかと寝ていては)勿体ない事なり。一、

心得違いでビンポーしては先祖代々の汗アブ

ラも水の泡にして子孫も女房も難儀、又我身
わ‘う

も難儀して人に職われトントツマラズ。一、

医者には常に気をつけよ(ふだんから親しくし
雄誰み

ておけ)生身の事故、火怠な病人も有るものな

り。一､寺とは随分仲よくせよ｡畷せよ。布
施は我身分相応に上げよ、 （お)経を値切る(の

は)罪なり。一、家内睦まじく致すべし、一人
よ

忍耐すれば能く治まるものなり、家内の不和

は貧しくなる基なりと知るべし。一、シマツ

（倹約)はその家々によりて致し様があるもの
とかく

なり、兎角シワンポ(けちん坊)にならぬ致し
よみ

方が宜し・一、不調法(あやまち)致した人を

見て慎しみ、手柄致した人を見てまねすべし、

さすれば世間に笑う人はなし、不調法する人
けいこ〈 はし

も我が師匠なり。一、女の美なるは傾国の端

（陸lを亡ぼすはじまり)なりと云えり、依って
よる

女房は美女はわるし、心ばえの宜しきを吉と

せよ。一、食事は大食わるし、又先の食事の

消えざるにその上に喰うはわるし、とかく腹

八合(分)に喰へ。食より病を起すなり、病は

口より入り、禍は口より出づると云えり。一、

酒は朝より九ツ(真昼の12時ごろ)迄わるし、

又一合位を度々飲むは吉、大酒は至って悪し、

唯よく働く人は一合位いつもよし。一、仕合

せは勤めとシンポの報いと知れ、外に仕合せ

も運もなし。一、朝早く起き、よく勤めたら
やおよらず Ljjご

八百万の神々も能く守謹しなさる、どうらく

ものが頼みたりとて脇見してござるなり。一、
おごり

半麦飯の香の物を食べ、その上は驍著と恩う

ていただけよ。一、其の道を勤めずして線を
むさぼり

貧り、故無くして宝を得るは禍の基なりと云

えり、拾いものすな(するな)、無理な儲けす

な、不義の富貴はうかべる雲とも云えり。一、

わが身(の)勤め(に)てくしゃくしゃ云うな。

一、運は栫えるが大いに吉、運次第連次第と

云うべからず、倹約して能く働けば必ず必ず
ふた

運来たるくし。一、今日より籍蓉(をしようと）

思う人は一人もなし、是れ丈の事（ぐらい)は

大事なし、是れ丈は大事なしとじりじりとい

つの間にやら驍著となる、万事分限せよ(身の

分際を考えよ)。繁栄の中でつい忘れそうにな

ることを思い返してみるのも一興と日経ビジ

ネスより引用しました。

◇第2760地区加納泉ガバナー講話
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余語先生、水野民也さんに東クラブより新

しく千種クラブを作ることになったのだが、

よい会員はいないかとおっしゃっていたのが、

ついこの間のような気が致します。その時、

私は中学時代からの同期の竹内君を推薦した

のですが、その彼もその後立派に会長を務め

られ、一年間の会長卓話集を私に送ってくれ

ました。いつの間にこんなに洗脳されたのか

と思っているのですが、それやこれやで大変

親しみを覚えるクラブでございます。

この2760地区というのは、歴代のガバナー

及びクラブの方々が大変御熱心に築き上げら

れた長い伝統のある地区です。このメキシコ

大会でもWCS及びロータリー財団の寄与に関

して2つのRI会長賞を受けて参りました。ど

うか不束なガバナーでございますが、この1

年間無事この役を務めさせて頂きますよう皆

様のご支援をお願いします。

さて、この6月2日から5日までメキシコ

で第82回国際ロータリー年次大会が開催され

ました。現在世界172か国にロータリークラブ

がありますが、当日メキシコシティーには94

か国から約14,000人のロータリアンが集まり

ました。出席の最も多かったのはアメリカの

6,200人であり、ついで地元メキシコの2,700

人、日本は第3位で1, 150人のロータリアンが

集まっておりました。年次大会では、各クラ

ブ各ロータリアンの親善親睦をはかるという

事は申すまでもありませんが、 3つの大きな

イベントがあります。 1つは、各クラブの会

長を正式にノミネートすること一つはガバナー

候補者をガバナーエレクトとして任命するこ

と、もう1つは、国際ロータリーの会長を選

挙で決めるということです。

今年の会長は、インドのラジェンドラ．サ

ブ一氏ですが、来年はアメリカのカリフォル

ニア州のクリフォード・ ドクターマン氏が会

長に選ばれました。彼は、この12月に豊橘で

行われるアジア第1 ･第3研究会に出席する
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予定になっています。

大会開会式には、メキシコのカルロス大統

領が挨拶され、我々外国人に向かって①メキ

シコを世界の先進国と並ぶ国にしたい②経済

の再建③正しい司法制度の確立④民主主義の

国でありたい。という4つを訴えられました。

しかし、メキシコは国民の30%が現在でも

文盲で小学校に入る生徒の40％が私生児ばか

りだというんです。このような問題を抱えた

国ですが日本に対する彼らのまなざしは大変

熱いので、メキシコの将来がどのようなこと

になりますか少しは関心をお寄せ頂けたらと

思ってご紹介致します。

さて、ロータリでは皆さまに大変御協力頂

きましたポリオプラスキャンペーンというの

をひろげております。国連WHOが小児マヒを

世界から撲滅しようという計画を立てたのが

1985年でありその時に小児マヒを撲滅すると

同時にはしかと破傷風にかかる子供達の数を

へらそうそれから妊産婦死亡率を現在の半分

にへらそう、乳幼児の死亡率を世界中から現

在の半分にへらそうというような一連のプロ

グラムを立てました。それらを含めた保健事

業の総称がポリオプラスキャンペーンと言う

のでございます。

1985年にRIの会長になりましたカルロス・

カンセコは是非ロータリーが総力を挙げてこ

の事業に協力しようと企画しました。世界の

ロータリアンがすべてこれに参加いたしまし

たのは1988年からです。日本のロータリアン

各位にはほぼ4万円ずつの御寄付を頂いたの

ですが、日本中で集まりました総額は48億円

です。世界中は2億2,800万米ドルでして、現

在世界の97か国に約’億7,000万米ドルが配布

されております。この2月には南北アメリカ

もすべてを網羅致しまして完全に小児マヒは

撲滅したと宣言をしております。今日現在で

はアジアでは主にフィリピンとインドで、そ

れとアフリカでポリオプラス撲滅運動を行っ

ております。

所でここで問題になりますのが皆様御承知

の決議23の34です。この決議の第一項には、

ロータリーというのは一つの人生哲学であり

利己的欲求と他人のために奉仕をしたいとい

う感情の谷間に常に存在する矛盾を柔げよう

とする超我の奉仕という倫理がロータリーの

哲学であると言われております。いわゆる超

我の奉仕がロータリーの真髄だという事を言

っています。

第二項では、ロータリーの目的という事に

ついてのべておりますが、会員のために奉仕

というものは何かということを身につけるた

めの研鐵の場を提供するのがロータリークラ

ブだという事を言っております。ロータリー

クラブ全体でやるような奉仕というものはそ

れは個々の会員に奉仕とは何ぞやを身につけ

て頂くための実験道場でしかない規定してお

りましてロータリーというものは個々の会罠

が主体であるということを言っております：

第三項では、国際ロータリークラブでに亨呈

ロータリークラブを統括するけれども決して

お金を集めたり奉仕活動に対する指針を与え

たりする事はしないんですと。個々のロータ

リークラブは個々のロータリークラブの会長、

幹事及び理事会によってその行動を規制して

行けばいいのであって、決して国際ロータリー

の指示を受けないという事になっていました。

そのような時にロータリーの友をお開きに

なりますと一頁目に国際ロータリーとはと書

いてありましてそこでは2億2,600万米ドルの

お金を集めて今やポリオプラスキャンペーン

を世界中に広げておりますと声高らかに謡っ

ているのですがそういう点から言いますと国

際ロータリーとしてはどうしてもこの23の34

を廃止したいというのが本音です。そこで過

去いろんないきさつがありましたけれども来

年1992年にカリフォルニアのアナハイムで又

規定審議会が開かれます。そこでは国際ロー

タリーが新しい社会奉仕に対する提案をした

いと言っております。

そこで日本から出ている理事は、この我々

日本のロータリアンの心の支えになっている

第一項目をはずしてしまうと日本のロータリ

アンはがっかりしてこれから国際ロータリー

に対する寄与をそれ程しなくなってしまうの

ではないかというような脅迫めいた思いをか

けてどうしてもこれを残せという事を言って

るわけです。そこで今年の理事会提案として

はこの第一項を残した上に国|際ロータリーと

しては各ロータリークラブと共同して奉仕活

動を呼びかける事が出来るというふうに条文

を変えて行こうとしているのであります。只、

ヨーロッパやアメリカのロータリーの人達は

ロータリー手続きの中にそんな哲学めいたも

のは要らないという事を強調しておりまして

果たして来年の2月、アナハイムに於ける規

定審議会ではどのような結果になるか皆さま

も少しは御関心を持って見て頂きたいと思う

のでございます。

最後に申し上げたいことは、この千種ロー

タリークラブというのは自分達の会員のクラ

ブであるという意識を強く持って頂きたいと

いう事です。どうか千種ロータリークラブが

会員に愛されて、出席する事が大変喜びであ

るというクラブに増々成長して行って頂きま

すように皆様の総意でお育て頂く事を祈念い

たしまして私の卓話とします。
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～

｝◎出席予定者 く

I会長 秋山茂則君リ
リ会長エレクト 大谷和雄割
}副会長 黒野貞夫君リ
リ幹事 和田正敏君！
〉副幹事 池田 隆君く

ノ

〈会計 三輪 康君〉
ノ 、

) S. A, A 山本真輔君〈
植前会長 成田良治君リ
値前幹事 鷲野義明君！
〉会計監査 宮尾紘司君く
、 ノ

〈社会奉仕委員長 吉田節美君〉

I職業奉仕委員長 西村禎二君！
（出席委員長 中山信夫君〉
；会報委員長 佐野 寛君〈
〉親睦活動委員長 笹野義春君〈
、 ／

〈雑誌委員 北野寿三郎君〉

)会員選考委員長 西川豊長君｛
l会員増強委員長 木全昭二君）
〈プログラム委員長 水野民也君〉
／ 、

〉広報委員長 林 淳三君〈
、 ／

〈ニコボックス委員長 佐久間良治君〉

情少年奉仕委員長 浅井誠寿君〈
〈ロータリー財団委員長 吾郷正夫君j
j米山奨学委員長 今枝秀夫割
〉新入会員 足立一成君j
、～〆、一～一、〆～一～一～〆～〆～Fへ〆～〆ヘーヘ〆、一～一へ〆～･〆～･〆～〆ヘー〆ヘンーーヘー〆

◇例会変更のお知らせ
名古屋和合RC 10/16(水）職場例会の為、

東海女子学園短期大学にて

PM. 12:30より

名古屋守山RC 10/17(木)夜間例会の為、
P.M.6:00より

名古屋北RC 10/18(金)第2回1.D.Mの為
大加利にてP.M.5:30より

名古屋東RC lO/21(月)名古屋第2分区イ
ンターシティ・ ミーティン

グの為､P.M.3;00より

名古屋中RC 10/21(月)会場を変更し、名
古屋東急ホテルにて

名古屋RC 10/22(火)夜間例会の為、
P.M､6:00より

名古屋南RC 10/23(水)秋の家族会の為、
10/27(B)京都方面へ

名古屋和合RC 10/23(水)もみじ例会の為、
かすが荘にてP.M.6:30より

名古屋大須RC 10/24(木)第二回親睦例会の

為、河文にてP.M.6:00より

◇次回例会（10月15日）
職場例会

学校法人桜花学園名古屋短大付属高校

◇次々回例会(10月22．23B)
秋季家族会

志摩観光ホテル

会長・幹事懇談会

11 30～12:30葵の間

魁
L罰

風
~、猶 ＝
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～
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例会前に、ガバナー・分区代理・会長・副
会長・正副幹事による会長・幹事懇談会が行
われました。

一

クラブアセンブリー

13:30～14:30百合の間

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催されました。
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9月号26頁に、ロータリー問答が掲載され

ております。その一つに近年新設クラブの名

前がユニークになったことがあげられます。

例えばさぐらんぼ、キャロット、あざみ、コ

スモス、サルビア、こぶし、 くずは、うつぼ

などです。身近なところで、西尾KIRARA

ロータリークラブがあります。私が注目した

のは「名は体を表わす」とのことわざどおり

女性の入会、夜間例会クラブでの増加など名

実共にロータリークラブに、変化が起きてお
ります。この機会に千種ロータリークラブは、
地球環境の改善に協力するため会合に自家用
車は使用しないとの宣言をして頂きますと、

日本いや、世界中のロータリークラブから注

目されると思いますので、ご提案申し上げま
す。 担当今枝秀夫君

へ

'へヘヘヘヘヘヘヘへ1M開催一~ﾊﾊｰﾍｰｰｰｰﾊｰｰﾊ、
〉 〈
〉 来たる10月21B(月)、名古屋東RCホスト 〈

<で1M(都市連合会)が下記の通り開催されまり
〉りす。 ＄

I 出席義務者はお忘れなきよう、よろしくおり
；願いいたします。 〉〉
〉 記 〉、

〈日時 平成3年10月21日(月) >
く

り場所 ホテルナゴヤキャッスル 〈
〈I予定 PM2:30~3:00 登録受付 ノ

< PM3:00~3:25 開会･挨拶 I
〈 PM3:30～5:45 フォーラム 〈
〈
< PM600～7:30 懇親会 〉

－4－


