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第343回例会平成元年7月4日（火） 晴へ

方、一年間大変御苦労様でした。

新年庇黒須会長以下役員の皆様方の御活躍を

祈ります。

渡辺辰夫君先週の最終例会委員会報告で
ケストスピーカーの紹介を忘れ申し訳ありま

せんでした。

永井正義君黒須会長さん、大口幹事さん、
張り切って一緒に蕨張りましょう。

麻雀会の皆さん、 1年間ご協力ありがとうご

ざいました。新美直前会長、会長杯ありがと

うございました。

秋山茂則君古切手合計4〃集まりました。

ご協力ありがとうございました。

武内 清君永らく欠席してご迷惑をおか
けしました。結婚記念日祝い。

竹内真三君、久保田皓君新年度お世話
様になります。

鈴木理之君6月度麻雀会で優勝しました。

成田良治君先週の麻雀会の会長杯取り切

り戦で優勝し、新美前会長杯を戴きました。

有難度う御座居ます。

杉浦比左夫君佐久間良治君誕生日祝
い。

小池 宗君夫人誕生日祝い。

◇大口幹事報告

1． ロータリーの友7月号がきておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

2．本日午後6時より、臨時理事役員会を開

催いたしますので、理事役員の方はお集ま

り下さい。

3． 伊藤孝君が6月29日付で転勤のため退

会されましたのでご報告いたします。

◇武内君挨拶

1月末から4ケ月程入院し、半年ぶりに例

会に出席いたしました。健康だけが唯一のと

りえと思っていましたが、病気になっていか

◇“君が代”

◇“奉仕の理想”

◇乾杯 永井副会長

◇出席報告

会員 59(58)名 出席48名

出席率 82.76％

前回 6月27日 （修正出席率）100％

◇ビジター紹介 12名

◇お誕生日祝福

杉浦君(6/30）、佐久間君(7／4）、小池夫人

（7／9）

◇ニコボックス

小林 明君社会奉仕委員会にご協力をお
願いいたします。

西村禎二君SAA委員一同ガンバリます。
よろしくご協力のほどお願い致します。

黒須一夫君、大口弘和君本年庇会長、

幹事の重責を担うことになりました。

会員皆様の温かい御協力と御鞭錐をお願いい
たします。

新美前会長、堀江前絆事ごくろうさまでした。

吉田節美君、江崎民夫君、杉浦比左夫君
ニコボックス委負一同頑張ります。

よろしく御協力の程を。

（ニコボックス委員長、剛委員長、委員）

太田 茂君1年間出席委員会にご協力お
願いいたします。

山本真輔君先日、麻雀会で御迷惑をおか
けしました。

宮尾紘司君1年間親睦活動に御協力お願
いします。

松居敬二君新会長、幹事さん、 1年間よ
ろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会に御協力お願いします。

加藤大豊君、菊池昭元君、三輪 康君
黒野貞夫君新美前会長以下役員のみな様

へ
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各委員会の委員長、副委員長、委員の方々、

1年間どうもありがとうございました。

名古屋千種ロータリーは歴代会長の御尽力

で、順調に発展し、間もなく創立7周年を迎

えようとしております。

小生、矢野勝久会長エレクトの御病気、退

会により、急拠、会長の重責を担うことにな

りました。会長の職務の遂行に努力する所存

でございます。しかし、会員皆様の温かい御

協力と御鞭捷なくしては千種ロータリークラ

ブを円滑に運営することは不可能であります

ので、よろしくお願いいたします。

クラブの羅針盤であるクラブ計画書は、永

井副会長、大口幹事、新美前会長、堀江前幹

蝋と各委員会全員の御協力により作製中であ

り、間もなくお渡しできると思います。

クラブ奉仕委員会には出席、職業分類、会

に健康が大事かということを痛感しました。

新年度になりましたが、またよろしくお願い

いたします。いろいろとありがとうございま

した。

◇新旧会長・幹事ラベルボタン引き継ぎ

◇新美直前会長挨拶

前期は皆さんの御協力で、ある程度の成果

を上げることができ本当に有難うございまし

た。この度、新しい会長に黒須一夫さんが就

任され誠におめでとうございます。皆さんも

ご存じの通り会長エレクトが病気のため当ク

ラブを退会され、その後の理事会に於いて急

拠、黒須さんが会長に選任され、お引き受け

願った訳ですが、その様な事で会長には大変

ご迷惑をお掛け致しました。誠に申し訳ござ

いません。皆さん良くご承知のとおり黒須会

長は当クラブでも有識者として知られ会員各

位の絶大なる信任も厚く、奥様も当クラブの

ゴルフ同好会に於いて優勝される等、奥様共

ども知力と体力の調和を強調されると言う幅

広い視野を以った人格者で熱心にロータリー

活動にご尽力される事と確信致しております。

どうか健康に留意されロータリー精神の普

及と奉仕の活動に我々の為に良きり一・ダーシ

ップを発繩される事をお祈り申し上げます。

尚、会長職という重責を背負い込む事になっ

たのですが呉々もご自愛頂きます様お祈り致

しましてご挨拶と致します。

◇黒須会長挨拶

へ

報、雑誌、親睦活動、会員選考、会員増強、

プログラム、広報、 ロータリー情報、 SAA、

ニコボックスの各委員会が含まれます。

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉

仕、ロータリー財団、米山奨学、会計と20の

委員会があり、過日、各委員長さんから計画

畜を出して頂きましたが、各委員長の方針に

そって各委員会を運営して頂くことをお願い
いたします。

なお、 ロータリーの綱領は御存知のように

われわれロータリアンの職業の道徳的水準を

たかめての職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕と

クラブ奉仕の4大奉仕を4つの短かい文章で

要約しております。

また、 4つのテストは実行に際しての具体

的方法を示しております。

すなわち、真実かどうか、みんなに公平か、

好意と友情を深めるか、みんなのためになる

かどうかであります。なかなか好いことが書

いてあります。

私は会長をお引き受けするにあたって、こ

の4つのテストに従ってできるだけ行動いた

したいと思っておりますので、皆様よろしく

お願いいたします。

なお、新しい会員の方もおられますのでロ

ータリーをもう少しお知りになりたい方は手

続要覧とロータリアン必携があります。

手続要覧は国際ロータリーの法規集であり、

3年に1度の規定審議会（いわゆるロータリ

ーの議会）後に出版され、クラブ幹事に送付

されます。会重要事項に関するロータリーの

方針や声明が掲赦されており、 ロータリーの

プログラムが明確にわかります。

ロータリアン必携は7巻1セットの本であ

ります。第1巻、総論はロータリーの歴史、

運営機擶、奉仕活動についてのべております。

次に、クラブ奉仕、臓業奉仕、社会奉仕、

へ

溺

今日の新米会長の挨拶は少しかたくなりま

すが、おゆるしをお願いいたします。

新美会長、佐野副会長、堀江幹事ならびに
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国際奉仕の四大奉仕部門のそれぞれ1巻づつ

4巻、青少年のための諸活動と国際ロータリ

ーのロータリ財団に各1巻、計7巻がありま

す。写真を入れてわかりやすくなっておりま

す。

ロータリアンとは何であろうかとあらため

て疑問を持ちました。ロータリアンの特色を

ロータリー問答によりますと

1）法と秩序を守り、思想、言論、集会等の

自由を楽しみ

2）一部の貧困は、全体の繁栄を阻害するも

のであることの認識の下に、全世界の国民

の生活水準を向上せしめる運動を支持し

3）全人類のため正義の原則を普及し

4）国家間の平和推進に努力し

5）国際間の善意実現への－歩として、他国

人の信仰を尊重する。

6）国際間の理解と善意と平和の促進へその

責任を持つものであり

7）国家的または人権的優越感を持たず

8）他の国民との協力に努める

などに協力するものであることがロータリ

アンの特色としてあげられております。

これは国際連合、ユネスコなどの声明に似

ております。ロータリアンになるのも大変だ

なあという率直な感想です。

ついで短絡的な会長挨拶の話にうつります

が、歴代の会長はすばらしいお話をされまし

た。

水野民也創立会長は会長挨拶で、ロータリ

ーとはどういうところか、どうするかと色々

会員にお教え頂きました。

2代目竹内真三会長は、博学な知識をもっ

てお話しになり、これをまとめられて「月見

坂より」を出版されました。

加藤大豊会長も各方面からの穂蓄のあるお

話を聞かして頂きました。

菊池昭元会長はいろいろ調査されて、デー

タをもとに科学的にお話しになりました。

加藤敏昌会長は外科医の立場から「ガン」

を中心とした医学知識の普及につとめられま

した。

野村義雄会長はその時々の時事問題につい

てわかりやすく解説して頂きました。

新美敢会長は一貫して江戸時代を中心とし

て、艶福なお話をされ、性思想の向上に努力
されました。

ところで私は何をお話ししようと思い悩ん

でおりますが、浅学非才でありますので、十

分お話し出来るかどうか心配ですが、まず私

が入手しました最近のロータリー情報や、そ

の時々の話題をみつけてお話しいたしたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

ヒューM. アーチャー会長の本年度のテー

マはEnjoyRobary ! (ロータリーを楽し
もう！ ）であります。

盛田ガバナーもそのような方針です。

本年度は会員の和と親睦を深めつつ、お互

いの思いやりの心をもって、より明るく、楽

しく、かつ、品位のあるクラブでありつづけ、

クラブの繁栄と活力を維持できることを希望

いたします。

このためには、会員各位に4つの綱領4つ

のテストではありませんが4つのことをお願

いいたします。これは永井副会長、大口幹事

とも相談いたしました。

1）いっそう仲よく楽しいクラブにして頂き

たい。 （例えば同好会に1つ以上必ず入っ

て頂きたい。 ）

2）出席率をたかめて頂きたい。

3）各委員会の活動を活発にして頂きたい。

4）未充填の職業の会員の増強をお願いした
い。

なお、会員資格については、ロータリの種

々な資料をみますと、成人男子など男性名詞

を一貫して使用しております。

しかし、1987年、アメリカ最高裁判所の判

決によると、アメリカ合衆国のロータリアン

は資料中の男性を意味する名詞や代名詞に女

性を含めなければならないとされております。

このことは同種の差別禁止法が施行されて

いる国のクラブに適用されることになり、当ク

ラブも例外でなく、今後の対応がのぞまれます。

ありがとうございました。

麻 雀 会

（於：松楓閣6/27（火) PM6:00～）
RANK NAME MARK

優勝鈴木理之 110,700

2 位成田良治 54,600

B B 松居敬二 -62,000

★会長杯取り切り戦

優勝成田良治 133,300

◇例会変更のお知らせ

名古屋中RC 7/24(日)第1回ESMの為､八

事八勝館にてPM6:00より

名古屋名東RC 7/25脚ガバナー公式訪問の
為（和合RCと合同例会）、

ホテルナゴヤキャッスルに

てPM12:30より

豊山一城北RC 7/25㈹夜間例会の為、PM
6:00より

名古屋名北BC 7/26tk)ES.Mの為、平安殿
にてPM5:30より

へ

へ

今週の言葉一
一度しかない人生をエンジョイしよう

(:髭｣｣9碓なら）
水野民也
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◇出席100％記念品贈呈

1988～89年度100％出席者名

29年（ 1名）

水野民也君

7年(11名）

石田耕詞君

三輪康君

谷口腸宏君

松居敬二君

竹内真三君

菊池昭元君

佐野寛君

黒須一夫君

菅原宣彦君

加藤大豊君

水野賀続君

へ

6年（10名）

秋山茂則君

大口弘和君

成田良治君

和田正敏君

林淳三君

尾関武弘君

宮尾紘司君

杉山貞男君

深見章君

大谷和雄君

5年（ 7名）

青山敏郎君

笹野義春君

木全昭二君 ・ 永井正義君 ・ 太田茂君堀江宏輝君

鈴木正男君

4年（ 4名）

新美敢君 ・ 西川豊長君 ・ 西村禎二君 ・ 鷲野義明君

3年（ 4名）

小林明君 ・ 久保田皓君 ・ 渡辺辰夫君 ・ 吉田節美君

へ‐

2年（ 2名）

安藤銀之助君 黒野貞夫君

1年（ 2名）

江崎民夫君 ・ 北野寿三郎君

◇次回例会（7月11日

講演 ‘葬場殿の建築について”

会員 魚津常義君

◇臨時理事役員会議題

1． 新入会員候補者承認の件

2．新入会員候補者の件

3． 会計委員長変更の件

伊藤孝君より尾関武弘君

4． クラブ行事の件

5． 8月8日創立7周年記念例会の件

◇次々回例会（7月18日）
ファイアサイドミーティング

松楓閣にてPM6:00より
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