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第462回例会平成3年12月24日（火） 晴

◇,.R会長テーマソング”

◇“それでこそロータリー”

◇出席報告
会貝 66(6'l)名 出席47名

出席率 73. ‘14％

前回 12月17日(修正出席率)100%

◇ビジター紹介
大阪北RC本田次男君 他7名

◇お誕生日祝福

黒須夫人(12/25)、吉田夫人(1／1)、菊池君(l

／2)、杉11｣君(1/2)水全夫人(1/5)

年末例会
へ

皆様よいお年をお迎え下さい。夫人誕生日祝い。

◇和田幹事報告

l ~本日例会終了後、理事役員会を開催いた

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~ ロータリー通川棚場現在1 ドル130円が1

月1日より132円に変更になりますのでお知

らせ申し上げます。

◇厚生年金会館へ謝礼贈呈

◇大阪北RC本田次男君へバナー贈呈
皆様こんにちは。大阪北RCは会員203名、

例会は水曜日阪急百貨店の8階でやっており

ます。今日は、千種RCさんへメーキャップさ

せて頂きました。私も10年ほど前名古屋で仕

事をしていましたので、なつかしさを覚えて

皆様のところへうかがわせて頂きました。今

日はどうぞよろしくお願いします。

◇秋山会長挨拶
若者の傾向

本日は今年最後の例会です。我々もやっと

折返し点に達し大過なく過ごせた半年を顧み

改めて皆様のご協力の賜と深く感謝申し上げ

ます。年末年始の休み中に充分休斐させてい

ただき、来年にはより一層の努力をしていき

たいと思います。峨近の若者の傾向について

ご紹介させていただきます。昭和52年頃政治

では革新系が20％落ちた。それまでの革新＝

若者というイメージに変化が生じた。若者の

間では、支持政党なしが大多数を占め、全く

政治に無関心になった。喧嘩や議論をしなく

なり、当事者になりたがらなくなった。そし

て親孝行が大切とか考え方が保守化していっ

た。会社の中では、それまでは全学連のよう

な者が多かったが、最近の新入社員は大人し

い素直で云うことをよく聞く、そしてやる気、

◇二コボックス

秋山茂則君本年の笑顔納めよろしく。

和田正敏君愛知県医師会会長の加藤先生

がビジターとしてお見えになりました。あり

がとうございます。北野館長さん、 12月21日

の私共のクリスマスパーティーの時には、大

変お世話になりました。

菅原宣彦君秋山会長はじめ皆様l年間ありが

とうございました。来年もよろしく御願いしますb

林淳三君ゴルフ会で優勝させて頂きました。

会員の皆様l年間ありがとうございました。

市原数男君、小山雅弘君、松居敬二君、

成田良治君、太田茂君、大谷和雄君、

笹野義春君、竹内真三君、上野保君、

魚津常義君、鷲野義明君、渡辺辰夫君、

山本真輔君 l年間ありがとうございまし

た。皆様よいお年をお迎え下さい。

小杉啓彰君早退させて頂きます。

黒須一夫君、木全昭二君夫人誕生日祝い。

菊池昭元君誕生日祝い。

杉山貞男君 1年間お世話になりました。

よいお年をお迎え下さい。誕生日祝い。

吉田節美君今年l年ありがとうございました。

へ
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泰年度套長テーマ 職気軽に楽,し《笑顔で例套 -11峰に向職て感'催ろう､〃



精華(岐阜） 9:51 昭和(愛知）

瀬戸(愛知） 24:28鷲津(静岡）

豊岡(静岡） 24:27 日進(愛知）

刈谷(愛知） 24： 8長島中部(三重）

昭和45: 12鷲津日進 16: 17 刈谷

昭和 10:20 刈谷鷲津 36:42 日進

成績

優勝刈谷ミニバスケットボールチーム

準優勝昭和ミニバスケットボールチーム

三位日進ミニバスケットボールチーム

熱気、元気がない。 （会社が大きくなり、誰も

が課長になれない背景もある。 ）学校を卒業し

て、就職するが直ぐ'辞めて、再就職する者が

多い。それらの者を第二新卒という。ある女

子社員の話会社の始業時間が早いのでもっ

と遅い処へ転職したいとのこと、聞いてみる

と10分早いとのこと、その位のことなら我慢

しなさいといったら、我慢することは嘘っぽ

いでしよと来た。若い人の我慢観は嘘っぽい

ことであり自分を胡麻化すことになる。 （文化

の変化)学校内にリーダーがいないくなった。

勉強よし、スポーツよしといった模範がいな

くなった。勉強のできる奴はガリ勉といって

軽蔑され人気がなくなった。その代わり軽い

人気者が出て来た。 （昭和50年頃から）リーダー

なしということは目標がないことである。そ

れは理念、 目標が日本にないことに基因して

いる。マンガの世界でもスポーツ根性物に人

気があったが(アッタクNul . 巨人の星等)52

年頃から変った。そしてお笑物が登場して来

た。筋肉マン・プロセス物語等それまでにな

いキャラクター（どじ、にぶい、間抜)が主人

公。それらに若者は共感をもった。あれでい

いのだ俺はといった。はぐれ者思考が増えた。

（がんばる、努力、耐える、犠牲心といった理

念がない。 ）アメリカの若者研究家の話 19才

の女性が不眠症を訴えた。理由は忙しすぎて

疲れるという。聞くとパーティーが多い、マ

リファナはやる、タバコ、アルコールやる、

男性との交際が激しいとのこと。先生が過ぎ

ることを控えたらというと、 自分のしたい事

をしなくてもいいのかと反論された。この娘

は自分に義務を感じているわけです。相対主

義という考え方があります。頑張る人がいて、

そうでない人がいて、それでいいのじゃない、

てなことらしいのです。真面目、努力、勤勉

などに価値をみるのでなく、他のものと違う

ことが価値になる。ファッションで自分を表

現するように理念、理屈、理由のない世界だ

そうです。千石保氏(日本青少年研究所長)の

講演の一部を紹介させていただきましたが、

若者に対する戸惑いを禁じ得ません。

～～～～～～～立食パーティー～～～～～～

◇乾杯大谷会長エレクト

青少年奉仕委員会活動報告

「ミニバスケットボール大会」の後援

12月8日午前9時から、名古屋短期大学付属

高等学校体育センターにおいて、小学生のミ

ニバスケット大会が行われました。愛知、三

重、岐阜、静岡の精鋭8チームが技を競いま

した。全国ミニ大会出場の強豪ばかりで、白

熱した試合が展開されました。

当日の出場チーム、組合せ、試合結果は、

次のとおりです。

一第79回ゴルフ会成績

（スプリングフィールドG.C. 12月18B(水))

RANK NAME OUT IN GH'cpNET

綴勝林 淳三 43 52 95 27 68

2 位上野 保 45 44 89 11 78

3位秋山茂則 53 51 104 25 79

B B釜谷しげみ 69 72 141 45 96

（参加者1O名）

※次回は1月16B(木)セントクリークで開催

します。

◇情報抄録より
青少年への投資

若い人は、文化における宇宙飛行士です。

新しいアイディアを探険したくて、 うずうず

しています。言語や文化が異なるだけで好奇

心をかき立てられます。若い人は、国境や文

化の壁を乗り越えて、気軽に、簡単にコミュ

ニケーションができるので、生まれながらの

「親善使節」といえましょう。また、若い人

は、高い理想を掲げ、それに向かって遥進し

ていきます。ひたむきに追求していきます。

このひたむきさが輝いているため、青少年と

ともに活動することは、喜びであり、また特

権ですらあるのです。 とはいえ、年長者の指

導も必要です。青少年の熱意や理想主義は方

向を誤ると羅走しかねません。そんなことに

なれば、若い人にとっても地域の人にとって

も不幸なことであり、わざわいを招く場合も

ありましょう。ですから、若い人に無関心で

いられる余裕など地域社会にはないのです。

ロータリアン必携、第6巻

「青少年のための諸活動」

◇12月度理事役員会議題
1 . クラブ規定結婚記念日のお祝いの件。

2． 2月4日(火)節分例会の件。

3． 2月13（木)4RC合同例会の件。

4．千種警察・消防署に年末警戒慰問の件。

◇次回例会（1月7日）

新年例会(立食）

◇次々回例会（1月14日）

講演 “上半期を振り返って”

会長秋山茂則君
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