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一

らないものがありますが、海外では簡単な食

事を見つけることが非常にむづかしいのであ

ります。

海外では油っこいボリュームのある食事の

方がほとんどであります。そのため、時差や

疲れからくる消化不良や下痢をおこしてしま

うのであります。

1 .持っていきたい薬

必ず持参した方がよい薬は消化剤と下痢止

めであります。

私も南米旅行で肉の食べすぎから、下痢に

なやまされた経験があり、食卓につくのが苦

痛でありました。

この様な際にはあっさり、食事をあきらめ

て絶食し、水だけは補給して、消化剤や下痢

止めをのんで休んでいるのが一番です。

また、時間をせかされ、なじみのない、あ

まりきれいでない|､イレを使用するため､便秘

になることがあるので便秘剤も必要となります。

この他、寒い場所や高い山に行く場合、寒

暖の差が激しい時には、風邪薬や頭痛薬も必

要でありましょう。

また高熱が出たり、化膿した場合、 これを

早く直すためには抗生物質も必要になります。

その他、ビタミン剤や睡眠薬など、日常使用

しているものを持って行った方がよいでしょう。

または､最近の健康状態をふりかえって､か

かりつけの医師に相談し、ひととおりの常備

薬を用意することが安全な方法でありましょう。

結局、海外旅行に行く時に持って行く薬は持

病の薬、消化剤、下痢止め、便秘剤、風邪薬

や鎮痛剤、睡眠薬、抗生物質などになります。

私は2週間以上の海外旅行をする場合には下

着類や衣服をへらしてもこれらの薬を持って

いきます。

◇“君が代”

◇“それでこそ□－タリー”

◇出席報告

会員 62名 出席42名

出席率 67．74％

前回 2月27日 （修正出席率)98.39％

◇ビジター紹介 6名

◇お誕生日祝福

松居夫人（3/2)、水野(民)夫人（3/6）

◇ニコボックス

津島RC佐藤信一郎君地区大会ご挨拶。

鷲野義明君内輪でいい事があり、淋しく

なってしまいました。お世話になりました。

西川豊長君早退させて頂きます。

松居敬二君、水野民也君夫人誕生日祝

い。

◇大口幹事報告

1 . 1990～91年度理事役員・委員が決定いた

しましたのでお知らせします。

2．慶弔規定（内規）が変更となりましたの

でお知らせします。

◇津島RC佐藤君より年次大会参加のお願い。

今年度5月12日(土)､13日(日)､14B(月)にわたり、

三重県長島温泉ホテル花水木に於て第276地

区年次大会を開催することになりました。今

年度の地区大会は場所、プログラムの内容共、

ロータリーをエンジョイするのに最適のもの

と確信しております。どうか多数のご参加を、

心よりお待ち申し上げます

◇愛知県更生保護協会より感謝状披露

◇黒須会長挨拶

“海外旅行あれこれ(5)'’

一持って行きたい薬一

日本ではうどんやそばやお茶漬といった消

化もよく、さっぱりとした、冑膓の負担にな

へ

-1-



今日一体どんなものを食べられるかなと、

楽しみに食事時間を待つ位でないと、その旅

行は成功したとは言いがたいのであります。

2． スタミナの配分

海外旅行は相当ハードスケジュールのため

に疲れやすい。特に団体旅行では朝が早く、

観光バスでは居眠りしている人が多い。少し

疲れたと感じたら、朝食などどうでもよく、

朝食の時間巻遅くして、 自前で朝食をとるの

もわるくはありません。海外に来たという感

じがします。疲れたら、市内観光やオプショ

ナルツアーをキャンセルして、ひたすらベッ

トで寝ることも必要でありましょう。

睡眠は時により、どんな薬より役に立つし、

効果てきめんであるのは私が実証ずみであり

ます。

~=---------- ----- ---~~一IGF報告一一一~ ~

◇黒須会長

懇親会会場へ席をうつしました。

懇親会が約1時間、終宴は手に手をつない

での斉唱のあと、ガバナーの点鐘で閉会とな

りました。

なお、インターシティ ・ゼネラル・フォラム

Intercity GeneralForum(I.G.F.)

都市連合一般討論会と訳され、 ロータリー

の会合の1つです。主な目的はロータリー情

報および教育となっており、分区単位に開催

され最寄の数クラブが集まって自由討論をす

る会合です。公式のものはガバナーが計画し、

フォーラム・ リーダーによって司会されます。

これには参加クラブの全会員、 ことに新会

員の出席と討論への参加が望まれております。

討論議題は各クラブから適当な議題を出して

もらい、 |j一グーがそれを取捨選択して討論

を進行することになっております。出来るだ

け沢山の人が発言して、討論に加わるのが原

則になっており、 1回の発言は5分以内にと

どめるように努力し、いろいろな質問が出た

場合には議場の会員の中から回答してもらい

ます。

討論の時間は前後の儀礼的行事を加えて、

正味5時間を確保するように推奨されており

ます。同時に友情を暖めるため、懇親会の催

しは是非必要であるとされております。

◇秋山会報委員長

去る2月17日守山RCのホストで第276地

区第2分区IGFが名古屋都ホテルで開催さ

れました。参加8RC登録者312名、千種R

C出席者30名。 この会をIGFと呼ぶのは今

年が最后で来年から1M(インターシティ ・

ミーティング） と名称が替わる予定です。そ

れは単なるホーラムだけでなく 、親睦を含め

た会合にしようとの趣意からです。 さて、最

后のIGFとなった今回のテーマについて小

渕分区代理は「RC入会の動機は各人それぞ

れ微妙な違いがあったと思います。また、入

会后の印象も各々の感慨があり、経験を経る

に従って変化していったと思います。そこで

本大会は、会員のそのような心の動きを気軽

に採上げ、率直で本音のご意見を伺えば、判

りにくいところの存外多いRCの将来を考え

る上でいくらかの示唆を得るのではないか」

と提案理由を述べられました。それに対して、

7RCから1名ずつの発言者がテーマに沿っ

て各々の意見、感想を述べました。千種RC

は石田紘君が発言者としてご活踊いただきま

した。各人の発言内容の概略は次のようなも

のでした。 ・色々の分野の人々の繋りの中で

~

名古屋第2分区1 ．G.F.の開催は、分区

代理小渕連氏が主催され、名古屋守山ロータ

リークラブがホストとなり、名古屋都ホテル

で平成2年2月17B13:00～18:00まで開偶さ

れました。

参加クラブ8ロータリー、登録者は312名

でありました。千種ロータリーからは出席義

務者として会長、副会長、幹事、会長エレク

ト、副幹事、 SAA、会計、直前会長、直前

幹事、会計監査、各委員長、 30名であります。

千種クラブの半数が出席いたしました。

第276地区盛田和昭ガバナーの点鐘ではじ

まり、君が代、それでこそロータリーの斉唱、

開会のことば、歓迎のことば、特別出席者の

紹介、参加クラブの紹介、ガバナーあいさつ、

フォーラムリーダーの小渕連分区代理のあい

さつがありました。分区代理のテーマは《動

機・同化・親睦》であります。

2時頃より特別講演、愛知学院大学法学部

教授の林董一博士の江戸時代の女性-NHK

ドラマ「春日局」の放映によせて－の講演が

ありました。

林教授は江戸時代の女性は男性にくらべて

社会的におさえられていたが、相当たくまし

く生きぬいていたということを実例をまじえ

ながら興味深く話されました。

15:30からは討論会に入り、小渕連分区代

理司会のもと8ロータリーから一人づつ発言

者が出て、 自己の体験を交えながらロータ

リーに対する自分の考えを発表いたしました。

千種ロータリーからは石田紘君が発言され、

会員の感銘をうけました。

16:40にガバナーの講評があり、 17:00には

へ
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自分が成長していこうと思っている・人に役

立つ奉仕の心を学びたいと思う.無関心で

あったが入会をすすめられ色々な人の話を聞

いて考えた、RCの在り方、自らの位置等、

いまは友人が増え例会が楽しい．入会1年后

にRCの概略が解った、出席が苦痛であった

が例会を自らを顧る機会と考えた、また点鐘

を心を戒める音と捉えている．仕事を忘れ友

と語らい心のリフレッシュをさせている．外

国へ出掛けたときの留学生との出会が楽しい

・海外へ出ることが多くなり、当該地でのメ

イクアップが増えたが行き先の情報が少いと

思う（一例例会変更だったりする）海外主

要地に日本のRCの連絡所を置くと行った人

が助る・早退で多くの人が一斉に席を立つの

は当該RCに失礼、メイクアップは出席率の

ためでなく親睦のためと考えよ.早退防止策

一食事の前に卓話をやったらどうか、またビ

ジターの在席時間記録を通知することにして

は…等々でした。

林董一先生の「江戸時代の女性」の講演も楽

しいものでした。

◇発言者石田紘君

（1） 今回のIGFにおいて社会奉仕および国

際奉仕のあり方また出席率、出席の方法（食

い逃げ会員の防止）など、熱心に討論された。

（2） 討論会では小生もトップバッターで「入

会の動機」について発言の機会を与えられた、

小生にとって難しいテーマであったが、名誉

あるロータリアンに推せんされたので①親睦

を通じて自分の磨くこと②奉仕の精神を学び、

地域社会に職業を通じて貢献すること③また

とにかくENJOY ROTARYのテーマで行動する旨

発言した。

（3） 会議の中で、とくに印象に残った発言は

田中パストガバナーの広島地区におけるアン

ケート結果およびアドバイスである。

①ロータリークラブを知っていますか．…知っ

ている45％

②身近にロータリアンの知人がいますか…い

る15%

③何をする団体ですか…だいたい理解はされ

ているが、とくに突拍子もない回答は、宗教

団体、老人クラブ

④ロータリークラブに何を望みますか

とくに突拍子もない回答は「お金持ちの昼

食会ああ、僕もなってみたい」

このアンケート結果からロータリークラブは

地域から好感は持たれているが共感は得られ

ていない。これからは地域社会のロータリー

感がポイントである。

麻雀会

（於：松楓閣2/20(火)PM6:00～）

RANK NAME MARK

優勝 吾郷正夫 93,000

2 位 太田 茂 46,000

B B 北野寿三郎 -31,000

◇2月度理事役員会議題（2/27）

1 ．新入会員候補者承認の件

2．春季家族会の件

3．慶弔規定の件

4. 1990～91年度委員会委員の件

5 . 1991～92年度財団奨学生選考試験の件

5月8日（火) PM200~

6．新入会員候補者の件

葉
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§“捨身飼虎”

法隆寺の玉虫厨子の仏画（4面）の

一つ捨身飼虎の図より

石田 紘

"満足する者が一番の富者”

大矢佳正

;…… §

◇R Iニュースより

WCSプロジェクト交換の拡大

世界社会奉仕プロジェクト交換に関する方

針が改正され、ロータリー村落共同隊とロー

ターアクト ・クラブとインターアクト ・クラ

ブがプロジェクトを1件登録できるようにな

りました。但し、プロジェクトの連絡先や

コーディネーターは、これらのグループの提

唱ロータリー・クラブの会員でなければなり

ません。しかし、各ロータリー・クラブがこ

のようなプロジェクトを登録する場合、その

数は1件に限られます。 （正規のクラブ・プ

ロジェクトは別枠です)。

例えば、 クラブは、これまでと同じように、

自分の奉仕プロジェクトを1件登録できます。

さらに、今回から、ロータリー・クラブ提唱

の村落共同隊かローターアクト ・クラブかイ

ンターアクト・クラブのいずれかについて1

件のプロジェクトを登録できます。

村落共同隊とローターアクト・クラブとイ

ンターアクト・クラブが提唱ロータリー・ク

ラブと別個に社会奉仕プロジェクトに携わり、

へ
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地元の力だけではプロジェクトを遂行できず、

他のロータリー・クラブの援助があれば遂行

できる、という事実のあることを認識したた

め、このように方針を改正したのです。

◇例会変更のお知らせ

名古屋中RC 3/26(月上20周年記念誌発刊

記念例会の為､PM6:00より

豊山一城北RC 3/27(火）夜間例会の為、

PM4:00より

名古屋名東RC 3/27(火)夜間例会の為、花

野樹にてPM6:00より

名古屋守山RC 3/31(土)春の家族会の為、

4/4(水)寿長生の郷（大津

市）にて

◇次回例会（3月13日）

講演 “ロータリーとは”

会員 水野民也君

◇次々回例会（3月20B)

講演 “天山”

作家

藤公之介氏 （紹介菅原君）

◇ガバナース・レターより

1991-'92年度国際ロータリー第276地区

（愛知県）

★ベルリッツ・スクール(The

BerlitzSchoolsof Languages)

本部ロータリー係･･･東京都港

区赤坂1-11-41第一興和ビル

内竃03-584-3603

名古屋栄校……窓052-962-3681

②他地区との併願は認めない。

③当地区（愛知県）出身者、ま

たは在住、在学（勤務）する者

とする。

④クラブ推薦者は2名を限度と

する。

申請期日 ロータリークラブ受付締切

1990年5月11日

クラブより地区ガバナーへの申

請締切

1990年5月25B

選 考当地区において

1990年6月16日（土）

選考発表ロータリー財団より1990年11月頃

資 格ポスターまたはパンフレット参照

留学希望校申請者は、事前調査により出来

るだけ希望校の内情を把握し、

3ヶ国以上の留学希望校5校を

あらかじめ選定しておく必要が

あります｡(同一国内は2校まで）

◇情報抄録より

環境問題は新しい問題ではない

古紙、プラスチック、アルミニウムの再生

利用を業務づける立法を制定した地域もある、

ということは興味深い思いがします。ロータ

リアンたちは、長らく、環境保全を最優先し

てきました。ですから、環境問題は私たちに

とって新しい問題ではないというものの、現

状に満足しないようにしましょう。私たちが

かなえることのできるニーズがほかにもない

かどうか知るために地域調査を行うことはと

にかく名案です。環境問題は無視できないく

らい大きなものです。

ロータリーがあなたの1日を明るくする

あなたの小さな襟ピンが、世界中に友好の

扉を開くでしょう。身近なところでは、友好

と感謝をもたらします。曲がり角の度に正面

衝突するような、まごつく朝が始まったとし

ます。ようやく正午になり、あなたはロータ

リー・クラブ例会に駆け付けます。雲が晴れ

かかってきます。数分後、あなたは友人に囲

まれ、楽しそうに会話をしています。あなた

の真価を知り、あなたを信じている友人たち

が周囲にいます。

一クラブ会報より

一

ロータリー財団奨学生募集要綱

種 類大学院課程、大学課程、職業研

修､障害者教師、ジャーナリズム

募集人員各種あわせて正候補者14名、お

よび補欠候補者3名

奨…錨1ケ年(1991年9月～lW2年6月）

奨学金内容往復航空料金、授業料、書籍と

学用品費、下宿料および食費

申請方法応募者は、その居住地あるいは

在学、または勤務先にあるロー

タリー・クラブに申し出てその

指導を受け、パンフレットと申

請書類を入手し、ロータリー・

クラブを通じて地区ガバナーに

申請する。

応募条件①留学希望が英語圏ではTOE

FL、その他外国語圏では留学

先の言葉の語学力査定をベル

リッツ・スクールで受け、その

成績書を申請書とともに、締切

日5月11日迄に提出すること。

但し、締切日に間に合わない場

合は選考当日に持参すること。

問合せ先★TOEFLについて

名古屋市中区栄丸善ビル内

I弘盆052－261－2891

へ
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