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ローチ」が、 8月30日NHK総合テレビAM

10:30～11:00，再放送8月31日NHK教育

テレビPM430～5:00で放送されます。

久保田皓君太田さん、小林夫人、会長杯

取り切り戦の優勝祝いコンペで優勝させてい

ただきありがとうございました。

鈴木正男君申し訳ありませんが、本日早

引きさせて頂きます。

堀江宏輝君、小林 明君杉山貞男君
鈴木理之君夫人誕生日祝い。

※識演者仲谷義明氏より講演料をニコボ

ックスに入れていただきました。

◇堀江幹事報告

1． 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． 次回例会終了後、クラブアセンブリーを

開催いたしますので、理事役員、各委員長

の方はお残り下さい。

3．第260地区長野RCより年次大会のこ案

内がきております。 (10/29･30)参加御希

望の方は事務局までお申し出下さい。

4． 名古屋東南BCより写真展(9/6～9/14)

のご案内がきておりますのでおでかけ下さ

い。

◇新美会長挨拶

お客様には、ようこそお運び頂きまして有

難うございます。先程親睦委員から紹介させ

て頂きました通り蜂谷分区代理は名古屋和合

ローータリークラブに席を侭き昭和56-57年と

2年間会長を務められた大先輩であります。

又千種区末盛通りで皆さんもよくご存じのは

ちや整形外科病院の理顎長であります。私は

皆さんの見た通り未だ何処も整形致しており

ません。勿論雛形の失敗ではありませんので

お断わり致しておきます。

本日分区代理のご訪問を頂きました事は、

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 57名 出席41名

出席率 71．93％

前回 8月23日 （修正出席率）1㈹％

◇ビジター紹介

名古屋和合IIC蜂谷弘道名古屋第二分区

代理他13名

◇お誕生日祝福

堀江夫人（8/31)､小林夫人(9/3)、杉山夫人

（9/3)､鈴木(理)夫人(9/5）

◇ニコボックス

名古屋第二分区代理蜂谷弘道君賞クラ

ブを訪問して。

和合RC相羽 一君

o蜂谷分区代理ご苦労様です。

o新美会長、堀江幹事今年度はご苦労様です。

小林明君、渡辺辰夫君蜂谷分区代理を

御迎えして。

太田塁茂君

去る8月25日に年間優勝ゴルフ会に大変ご協

力戴き、本当にありがとうございました。

新美会長、堀江幹事殿

尚、其の節、世話役をして戴きご苦労をお掛

けして申し訳ありません。

成田良治殿

又、特別の配慮を戴きました。感謝致して居

ります。

水野民也殿、加藤大豊殿

菊池｜旧元殿、安藤銀之助殿

菅原宣彦殿、笹野義春殿

大口弘和殿

武内 清君スピーカー、仲谷義明氏を

お迎えして。

新美 敢君、堀江宏輝君佐野 寛君

大口弘和君蜂谷分区代理をお迎えして。

佐野 寛君婦人百科「七宝・カトレアのブ
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たいへんなごやかな例会に出していただい

て、心から感謝します。

私の属しております和合BCと千種RCは

兄弟のクラブでございます。共に東RCとい

う親クラブがございまして、和合HCが少し

早くできましたので、お兄さんで、千種RC

は弟さんかもしれません。お互いにすぐすぐ

伸びて、大慶の至りと存じます。

ロータリーは奉仕団体でございます。仲よ

く皆さん、力をあわせて奉仕するのが理想で

あろうかと思います。会員を増やすことも、

奉仕の理想につながってまいると思います。

どうか今後共、そういう気持ちで大きなク

ラブになっていただきまして、現実の奉仕を

実現していただきたいと思います。

きょうは少し、 IGFの宣伝をさせていた

だきます。ロータリーは奉仕団体でございま

すが、私共がロータリーから恩恵をうける友

情は、非常にあついものがあります。そして

クラブだけでなく、分区が皆、仲よい友達で

ありたいと思う訳でございます。

IGFには、新人教育、討論、親睦と3つ

の目標がございますが、新人教育は名東RC

で1月か2月にして頂く、予定でございます。

今回は各委員長さんに集まっていただきま

して、 ロータリーの討論と本当の親睦をはか

りたいと思います。土曜日の夜から討論し、

夕食を共にし、皆さん他のクラブと知り合い

を深め、二次会にでも出るようになれば、私

の本望とするところでございます。今回は出

席義務者が非常に多くなりますが、どうかよ

ろしくご出席下さるようお願いいたします。

今後共、どうぞよろしくお願いいたします。

これから3週間後の9月20日に高沢ガバナー

の公式訪問を控えてのお打合せとご指導頂<

為です。ガバナーの公式訪問はクラブ行事の

中でも最も電要なものの一つであります。

今年度から時間の変更があり通常の例会時間

前10時から2時間をクラブ協議会に充てるこ
とになっております。出席義務者である理事

役員の方々を初め各委員長並びに新入会員の

方にはその時間に必ずご出席頂かなければな
りませんがご協力下さいます様お願い致しま

す。尚出席義務者以外の方で、こうした年一
回行なわれますガバナー並びに分区代理を囲
んでのクラブ協議会に未だご経験のない方は
蕪ってご参加下されば幸いに存じます。参加

頂ける方は準備の都合もございますので事務

局までご連絡ください。尚、ガバナーの訪問

は決して検閲や監査ではありませんので楽な

気持ちでお迎えしたいと思っております。私
だけが緊張するかも知れませんが．．…・・

さて新年度に入りましてから漸く2ケ月が

過ぎようとしております。前にもお話しさせ

て頂きました4半期ごとの課題成果を9月末

に報告しなければなりませんが皆さんのご努

力により3名の入会者を得ました事は私にと
って、この上のない喜びであります。此に厚

くお礼申し上げます。楽しいクラブ、楽しい

雰囲気などと自分なりにスローガンを掲げは
しましたが一口に楽しいと言っても中々難し

いものであります。そこでこんな例えは失礼

かも知れませんがよく「医者の不菱生」など

と言われ素人はそうした噸に何かしら安心感、

親しみ感を持つと思います。今では二日酔の

先生の所には患者は来ないでしょうが。この

様に同じ人間意識、仲間怠織が友人を作り親
しみを育てて行くのではないでしょうか。

クラブに於いては又ロータリーに於いては

誰もがその在籍年月や年令、職業に於いて差

別を受けることはありませんし、どんな物差
しをもってしても計ることの出来ない和合の

怠識が存在しなければならないと思っており
ます。今後共皆さんの温いご指導とご協力を

お願い致しましてご挨拶と致します。

くﾉ蜂谷名古屋第二分区代理挨拶

へ
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日 時 昭和63年11月26日(土）

PM4:00～8:30

場 所 ホテルキャッスルプラザ I
タイムスケジュール

登録受付 PM3:30～4:00

開会セレモニー

PM4:00～4:25

識演会 PM4:25～5:45

討・諭会 PM5:45～7:00

懇親会 PM7:10～8:30

※出席義務者以外の方も、多数ご出
いいたします。
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識 演

‘‘フェアとは、アンフェアとは”

㈱ナゴヤ球場社長

仲谷義明氏

。

》恥卵垂

◇講
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(紹介武内蒋）
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内々では常時Aクラスを保つこと、三年に

1回は優勝すること、時に連勝もあるという

ことが話し合われています。

今日の試合も大事な一戦ですが、皆様には

球場の方にも是非お出かけ下さい。

（文責武内）

◇会長杯取り切り戦優勝祝賀会

我こそは会長杯を、 と熱戦が繰り広げられ

栄冠は太田茂君、小林夫人の手に輝きまし

た。曇
最近、修正貿易法案が米国議会を通りまし

たが、日本にとっては今後厳しくなると思い

ます。私の友人の日本電気の関本氏もかつて

アメリカにいろいろ理をつくして説明しても

聞く耳を持たない扱いを受けたということで

一体フェアとはどんな事かと考えさせられま

す。これがスポーツの面になりますと例の江

川君の巨人入団があります。法的にはともか

く、やはりアンフェアではないでしょうか。

よくフェアプレーと言われますが、一体どこ

までかが問題になります。言ってみればフェ

ア、アンフェアとは全く紙一重という感じが

します。

又、近くではリクルート、コスモスが話題

になっています。法的にも問題はないし、又

永年苦労した創業者がそれなりの利益を受け
るのは当然だという意見もありますが、一般

国民からみれば大変不公平に映ります。
フェア、アンフェアと言っても立場の違い

で全く正反対になる事が多く難しい問題です。

野球の審判も明らかに誤りと思われるケース

が一試合に三つや四つはあると言われており、

時によっては、審判が勝負をきめるとさえ言
われています。従って野球は9人でやるので

はなく実は審判も入れて10人でやるものと言

われる位です。

特に頭で勝負するコーナーと上下だけをギ
リギリにやるピッチャーにとって一番大事な

処で間違われると致命的な局面になります。

マージャンよりは野球の方がトバク性、連

の有無は少ないと思いますが、決して碁、将
棋のようなものではなく、運、不運が大きく
左右するスポーツです。一番困るのは審判が

試合途中に気が変ったり、ストライクゾーン
が判らなくなるというケースです。

従って審判の要素は皆さんが想像される以
上に大きく、優勝の行方もこれにより大きく

左右されることもあり得ます。

最後にドラゴンズの優勝はどうかですが、

確率はドラゴンズがスレスレで広島に勝って
優勝というケースが一番可能性が高いのでは
ないでしょうか。そして来年も間違いなくA

級に留まることは約束できます。

篭

霧
二

8月25日嗣四日市カントリーでプレー後、

松楓閣にて優勝者を祝う会が開催されました。

太田君は麻雀の会長杯でも優勝され、また

小林夫人も2年連続の会長杯！

幸運の女神にほほえまれた2人をお祝いして
多勢会員、ご夫人がつめかけ、夜遅くまで祝
宴が続きました。
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◇8月度理事役員会議題

1． クラブ慶弔規定の件

2． 新入会員候補者の件

3． 古切手、 リハビリテーション世界会議の件
4． ガバナー公式訪問時のニコボックスの件

◇例会変更のお知らせ

名古屋守山RC 9/17出職場例会の為､青柳
ういろう犬山工場にてAM
11:00より

◇次回例会（9月6日）

講演 “デザイン博と名古屋の町づくり”

名古屋市財政局長

竹内 正 氏 （紹介武内君）

◇次々回例会（9月13日）

講演 《私の職業について”

会員 杉浦比左夫君、鈴木理之君
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◇ガバナース・レターより

地|区|委|員|会|報|告’

R.財団奨学生選考委員会

1989-1990年度

R.財団奨学生の選考終る

R財団奨学金委員会

委員長小山福松

1989-90年度のR財団奨学生の選考

ｶｺ、 7月30日(土)、中京大学において行

われました。選考は、 11時30分より、

事務の打合せがあり地区内各クラブか

ら推薦のあった26名について、面接が

慎重に行われ、その後の選考会議の結

果、次の14名が決定しました。

尚、選考にたずさわった委員の方々

は次の通りです。

高沢隆(G.)

田中徹（直前G.)

楠仙三(R.財団委員長）

牧野達郎（同副委員長）

小山福松（財間奨学金委員長）

小出忠孝（ 同 委員）

星野充（ 同 委員）

村･瀬彬（ 同 委員）

深見章（財団学友会委員長）

矢島茂（ 同 委員）

堀IIj暹二（ポリオプラス委員長）

石川和昌（地区幹覗）

へ

R.財団奨学生選考試験合格者

く正候補者＞

推薦RC. | 氏名 ｜ 研究分野｜輔l謹群国|希望課程’
廼
亜 11 1本葉寸冊 通訳翻訳 大学院アメリカ

名古屋中 三輪玲う

稲木せつ7

独語独文(澗劇） 西ドイツ 〃

名古屋東南 胱送ｼｬｰﾅﾘｽﾞﾑ アメリカ 〃

名古屋千櫛 販出 靖 ｼャーナリズム ｼｬｰナリズム

ノく 学

アメリカ

瀬 ノゴ 青山志保 政治 ’､j: アメリカ

名古屋東南 柴田敦1 疫 '2基
．j・ 大’紫院アメリカ

名古屋東 林 郷 コミュニケーション アメIノカ 〃

東知多 榊原朧l ･1 心理言語学 アメリカ 〃

へ

名古屋和合 河津めぐみ 音楽(ピアノ） ｵ●－ストリア 〃

gm1Mj 加藤篤史 開発経済学 アメリカ 〃

応用言語学刈 谷 平川千砂了 アメリカ 〃

豐橋南 榧本浩寸 インドネシア史 ｲンドネシア 〃

●次年度の参考として－．

①推薦誹類の提出は、居住又は通学する

大学のあるロータリークラブ（推薦ク

ラブ）へ提出する。(今年度は61130U

迄）

②推薦クラブは、書類を整備して、ガノく

ナー事務所へ提出する。(今年度は7月

9u迄）

③蝋TOEFL"又は､､BELRITZ"の成織が、

少なくとも550点なければ､受験資絡が

ありませんので、ご沌意下さい。

豊橋南 原 倫代 大 屋
n1

jアメリカコミュニケーション

塵1
．豆 橘 吉見賢二 社会言語学 イギリス|大学院

(以上14名順不同）

<補欠第一候補者＞

<補欠第二候補者＞
’
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豊 橋 安西昭之
システムエン
ジニアリンク．

アメリカ 大学院

名古屋千穂 竹下鈴鹿 I玉l 際法 アメリカ 大学院


