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ロータリーを楽しもう／
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1989～90年度RI会長ヒューMアーチャー
Nu48

第390回例会平成2年6月26日（火） 雨 友愛の日
へ

◇,‘それでこそロータリー”

◇出席報告

会員 65名 出席 52名

出席率 80%

前回 6月19日 （修正出席率) 100%

◇ビジター紹介 4名

◇ニコボックス

杉浦比左夫君お休みが多くて、ニコポッ

クス委員長には、大変ご迷惑をおかけしまし

た。

新美敢君黒須会長以下ご活躍頂いた皆さ

ん、大変有難うございます。又、成田次年度

会長のご健闘をお祈りします。

黒須一夫君、大口弘和君この1年間、

会員皆様の温かい御協力により、会長職、幹

事職を大過なく努めることが出来ました。

まことに有難うございました。

大口弘和君ロータリーに入会して,0年間

皆出席しました。又、本年度はホームクラブ

100％出席を達成できました。

成田良治君黒須会長、大口幹事長い間御

苦労様でした。来年度もよろしく。

鷲野義明君会長、幹事御苦労様でした。

来年度はよろしくお願いします。

吉田節美君本日をもって漸くニコポック

ス委員会の仕事を終ることが出来ました。こ

の一年間皆様の温かい御協力を感謝します。

大変有難うございました。

太田茂君本年度一年間出席にご協力下さ

り、ありがとうございました。（出席委員長）

西村禎二君SAA委員の皆様、この1年

間のご協力大変有難うございました。感謝致

します。

永井正義君会員皆様の1年間の御協力感

謝いたします。黒須会長、大口幹事さん、 1

年間ご苦労様でした。

安藤銀之助君、加藤大豊君、宮尾紘司

君黒須会長、大口幹事一年間ご苦労様でし

た。

竹内真三君一年間ごくろうさまでした。

F.S.M.のsaw-musicの歌六さんから「落

語レコード80年史」上下巻を送って参りまし

たので、事務局に寄贈いたします。

西川豊長君この1年、会長、幹事さん、

国際奉仕の皆さん、お世話になりました。

成田さん、鷲野さん、お世話になりました。

次年度は大変ご苦労様です。御健闘をお祈り

します。

木全昭二君先回のゴルフ会優勝しました。

太田君ホールインワンおめでとう。

いつか僕も…･･･・

三輪 康君一年間御苦労さまでした。

水野賀続君ホームクラブ御無沙汰しまし

た。夫人誕生日祝い。

菅原宣彦君夫人誕生日祝い。

◇大口幹事報告

1 .次回例会終了後、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。

◇黒須会長挨拶

1989年7月から1990年6月までの1ヵ年、

名古屋千種ロータリーの会長職をどうにか無

事おえることが出来ました。

これはひとえに、水野民也創立会長はじめ

歴代会長、歴代幹事、現幹事大口弘和氏、

副会長永井正義氏、会長エレクト成田良

治氏はじめ多くの理事、役員、各委員長なら

びに会員諸氏にささえられたことでありまし

て、深く感謝いたしております。

私は名古屋市にある歯科大学の小児歯科専

門の教師で、歯科以外には関心がありません

でした。それが昭和57年8月に新しく創立さ

れた名古屋千種ロータリーに入れて頂き、

チャターメンバー（創立会員）となりました。

職業が異なる各界のトップの方々と毎週の

例会に顔を合わせてお話し、クラプフォラム

Qへ
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（クラブ討論会）、 クラブアセンブリー（ク

ラブ協議会)、ガバナー訪問、分区代理訪問

などの機会ごとに、ロータリーの特色や目的

を少しづつ理解するようになりました。

さらにファイアサイドミーティング（炉辺

会合）や家族会、あるいは種々の懇親会に出

席して、会員の方々と打ちとけて、お話しし

ながら自分と別の世界があり、 この方々が社

会を動かしていることはすばらしいことだと

感じるようになり、多くの知識を得ました。

ロータリー精神の普及と奉仕の活動のため

の指針となったのは、手続要覧とロータリア

ン必携、その他の著書やロータリー関係の印

刷物でした。

職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、会員選

考などの委員長をやらせて頂きながら、 これ

らの奉仕活動は社会的には非常に有意義で、

ロータリーの活動の主体をなしますが、その

実践には種々の困難を伴うことを感じました。

このような自分がロータリー会長に急遼選

出されるとは思いませんでした。

会長エレクトとしての準備もなく、副会長

としての経験もありません。ただ会員の御協

力によりどうにか無事に会長職を努いました。

一番困ったのは例会ごとの会長挨拶でした。

自分芯りに毎回、思いつくままに話題をさが

しながら、少し緊張しながらお話ししました。

だんだんなれてはきましたが、自分の主義、

主張を入れた独断的な堅苦しい話しが多く、

会員諸氏は退屈されたのではないかと思いま

す。おつき合いいただきましたことを深く感

謝いたします。

次期会長には成田氏、幹事には鷲野氏のよ

うな立派な方がおられます。

さらに、会員の和と親睦を深めつつ、明る

く、楽しく、かつ品位のあるクラブでありつ

づけることをお願いいたします。

大口幹事は私を完全に協力し、援助して頂

いた、名幹事でした。例会は全出席でした。

すばらしいことです。

本当に有難うございました。

友愛の日一一一一一一一一~一~ ~

◇乾杯永井副会長

へ

◇6月度理事役員会議題

1 ．新入会員候補者の件

2． 出席袰務者が欠席をする場合の件

3．海外出張のメークアップの件

4 ，新入会員溝習会資料の件

◇次回例会（7月3日）

新・旧会長挨拶

前年度皆出席者表彰

1990～91年度理事役員・委員

会 長（理 事）

会長エレクト （理 事）

副会長(理事・ｸﾗﾌ奉仕）
幹 事（理 事）

副 幹事
SA A

副SAA(クラブ奉仕副）

成田

秋山

大谷
鷲野

和田

池田

山本

良治

茂則

和雄
義明

正敏

騒

真輔

理 事（社会奉仕）

理 事（国際奉仕〕

理 事（職業奉仕）
理 事（会 計）

題 事（直前会長）
理 事（直前幹事）

親睡活動

小坂井盛鮭

安藤銀之助
太田 茂

鈴木正男
黒須一夫
大口弘和

北野寿三郎

へ鋤
委 員会 姿員長 副委員長 委 畠

クラブ奉仕 大谷和雄

出 膳永井正装
職粟分類深見 章
会 報杉浦比左夫

親睦活動北野寿三郎

山本真輔

小林 明宮尾紘司・安江敏昭
堀江宏輝大口弘和

小山雅弘中山信夫・吉田節美

佐久間良治今枝秀夫・釜谷健一・木全昭二

水野民也・水野賀続・中山信夫
西尾正巳・白井基久・杉浦比左夫
安江敏昭

鈴木理之池田 隆

杉山貞男吉田節美
西村禎二林 津三・堀江宏輝
西尾正巳青山敏郎・木全昭二

松居敬二林 埠三・笹野義春
新美 敢加藤敏昌
山本真輔石黒正則・三輪 康・谷口暢宏

佐野 寛石田耕嗣・水野賀続
尾関武弘永井正裟・魚津常義
西川豊長吾郷正夫・笹野義春

浅井鍛寿鈴木理之
石田 紘三輪 康・谷口暢宏

加藤正義竹内真三
加藤敏昌大矢佳正
宮尾紘司石田 紘

健一・木全昭二・松島

賀続・中山信夫・西野
基久・杉浦比左夫・上野

彰
樹
保

孝
英

雑 誌久保田 皓

会員選考加藤大豊
会員増強水野民也

プログラム菅原宣彦
広 報菊池昭元
ロータリー情報黒須一夫
S A A池田 隆

二コボックス江崎民夫

業奉仕 太田 茂
会奉仕 小坂井盛雄
青少年奉仕青山敏郎

際奉仕 安藤銀之助
ロータリー財聞渡辺展夫

米山奨学会黒野貞夫
会 計鈴木正男

職

社

国
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