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したが此に来て今や149円台つけるなど致し

まして150円～160円、 170円説迄出る始末、

株価も急落し今後どの方向に進むやら、その

予測はどうもハッキリしない様です。そこで

今日は皆さんに「周易による株価の予測表」

を持って参りましたので興味のある方は資料

をお持ち帰りください。

周易とはご存じの様に中国古代から伝わる

もので、陰|易二元を以て天地間の万象を説明

し哲学上、政治上の説明解釈を加え、周の代

に大成された易学であり、今日の易学はすべ

てこれを祖述したものであると言えます。混

迷とした株価変動の中では、こんな事をして

診るのも一興。未公開株を貰うのが一番の早

道でしょうが。そんなもの受け取れないとす

る皆さん方は百円硬貨3枚を使って占うのが

誠に罪がなくてよろしいかと思います。当た

らない時はそこに番いてある様に貴方の緒神

力が欠けていた結果であり、当たるも八卦当

たらぬも八卦でありますから悪しからず。

本題に入らさせて頂きます。古くから男女

はこよなき愛べのばく進であります。その初

手は村娘の噂つまり品定め的に、これ稜論じ

次に女性の口説き方へ進み般後に賞味の他で

ある「夜這い」へと参ります。この夜適いは

呼び合う「呼ぱい」と言っていた様でして若

者たちが何日かぶりに沖から帰って来るのを

娘たちが糸をつむぎ乍ら歌う歌が残っていま

す。－せきだ、ちゃらちゃら紺足袋はいて、

どんす殿御が返さりょか。未婚の女性が何人

か集まって娘宿を作り訪れるのを持っている

訳であります。こうした半は公認の中でカッ

プルが出来上がれば現妻と言う名を娘は頂く

事になりその村の世話やき婆さんが両方の意

志を通じさせ、ふたりの仲は明らかとなるの

ですが、この時点では、あくまでも非公認と

◇‘‘それでこそロータリー”

◇出席報告”

会貝 60(58)名 出席37名

出席率 63.79％

前回 6月6日 （修正出jﾙﾘ率）98.28％

◇ビジター紹介 1名

◇お誕生日祝福

浅井君(6/1）、黒須君(6/1)

◇ニコボックス

小坂井盛雄君昨日は母スエノの葬儀に際

し、ご弔意並びに御芳志を賜りましてまこと

に有難うご座居ました。

小山雅弘君、久保田皓君ホームクラブ
ごぶさたしました。

吉田節美君本日早退させていただきます。

黒須一夫君5月28日から家内と一緒に、

ギリシア、アテネで開催された国際小児歯科

学会で講演発表し、無環帰国いたしました。

誕生日祝い。

水野民也君職業案内のガイドがようやく

完了。不備ばかりですがご寛容の程。

浅井誠寿君誕生日祝い。

◇堀江幹事報告

1~ ロータリー適州相場現在128円が7月1

日より140円に変更となりますのでお知ら

せ申し上げます。

2次年皮計画書の腺稿をまだご提出いただ

いていない方は至急事務局までお送り~下さ

い。

3ロータリー少年キャンプのご案内がきて

おります。参加希望の方は恥務局までお申

し出下さい。

◇新美会長挨拶

つい何か月前迄は円は130円台から更に円

高になり120円～110円に突入するか等経済

評論家、専門家の間でも論議が磯んでありま
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の事です。歌には「－夜抱いてねて寝肌がよ

けりや、妻と定めて寝においで」とあります。

夜這いは固い約束ごとですから村中に言いふ

らす様唾者はおりません。これも歌では「見

ても見ん顔、逢うても逢わぬ、他人顔する主

しや可愛い」 「夜這いおじやらぱ四シ半どき

に、親の床入りしてからに」先程話ました世

話やき婆さんはこうした風俗の中で裁縫から

冠婚葬祭そして産児産育の知識まで教育をし

たのであります。紙面の都合上「仲人鉢番」

「仲人八番」の話は打ちきりとしました。

人間の二大構造は性欲と破壊行動と言われま

すが理性を無くした時、近年にみる様な女児

殺害という悲惨な問題が起こってくるのです。

へ～､－第276地区協蟻会報告一

於5/28旧） ホリディ ． イン．豊橋

会長幹事部会

成田次期会長エレクト

ロータリーを楽しもうI

ロータリアンの皆さん：

どうしてあなたはロータリアンになってい

るのですか？ 慰んであなたはロータリー活

動にそんなに沢山の時間を割いているのです

か？ きっと何か理由があるはずです。ため

しに私が代わってお答えしてみましょうか？

ロータリー活動には楽しみが一杯あります。

毎週、朝食または昼食や夕食の例会であなた

は同僚会員と顔稔合わせます。そこでは、 こ

の人たちが持っているさまざまの趣味や知識

から受ける刺激によってあ葱たの関心を地域

社会に向けてくれます。勿論毎週の例会はそ

の第一歩にすぎません。私たちの身近な所の、

あるいは遠い地平線を越えたか葱たの、奉仕

プロジェクトに思い種はせていると、 自己中

心の殻から抜け出て、他者への奉仕という不

思議な世界へ連れ出されるのです。見知らぬ

他人のために自分の時間と能力毎捧げて、そ

の人の生活を改善向上させてあげると、今度

はかえって自分自身のほうが人間的に大きく

成長するのがよく分かります。これはなんと

も愉快ぽ逆説ではありませんか。他人の尊厳

を保つこと、それがとりもなおさず我々自身

の尊巌を高めることに通るとは何と不思議な

ことでしょう。

ロータリー・プロジェクトのおかげで、若

い人が自己啓発の大きさ機会を見いだすのを

目のあたりにしたとき、あぱたの胸のうちに

満ち足りた思いが広がりませんか？私はそ

う葱のです。おそらくあ葱ただって同じに違

いぱい“…･と敢えて言わせてもらいましょう。

要するにロータリアンであること、 そして

地域社会の指導者たちと手を携え、 日々稔り

豊か葱命の流れに身をゆだねることは、何と

も気持のいいこと葱のです。

これをどんな言葉、 どんな文章で説明でき

るでしょう。 ロータリーの意味窪完全的確に

表す言葉は見つかりません。

しかしその言葉を尋ね、 ロータリー綱領の

韻律に身を托し、そのほてりに私たちの心を

温めようではありませんか。

さあ、 ロータリーを楽しもうI

敬具
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R.I.会長

クラブ奉仕・親睦部会

永井次期クラブ奉仕委員長

次期クラブ奉仕山田昇平委員長のお話は

本会議で盛田和昭ガバナーエレクトと同じく

ロータリー鞍楽しもう、エンジョイロータリ

ーのお話でした。

田中徹パストガバナーは、 クラブ奉仕委員

長の責務は四大奉仕、各委員会を把握、援助

しクラブを活性化することですといわれまし

た。ソウル国際大会で女性の入会の件があり

ましたが、 これはクラブの裁里できめて下さ

い。例会の休み年2回はこれもクラブできめ

て下さいとのことです。

次期、石井直一尾張第一分区代理は、田中

徹さんとだいたい同じお話でした。

次期、小淵連名古屋第二分区代理は、親

睦活動塗とくに重要視しておられました。

次期ロータリーの友高橋装雄委員長は、

ロータリーの友を1頁でも読んで下さいとの

ことです。

次期クラブ奉仕山内掴副委員長は、ホ

ームクラブにはなるべく多く出席するように

とのお話でした。

社会奉仕部会

小林次期社会奉仕委員長

アドバイザー

中村繁男君 岡崎南RC

リーダー

梅田章次君 岡崎RC

アシスタントリーダー

横井永忠君 次期西尾分区代理

アシスタントリーダー

柴田 茂君 〃豊橋南三河分区

代理

各地区RC、社会奉仕の状況説明

南知多RC 榊原君

小中学校に塵箱2～3個寄贈

今年十周年記念事業意見調整中

名古屋第一分区 田中君

若宮大通り公衆便所寄贈

名古屋第二分区 谷沢君

年間予算800,000 年末、警察、消防打ち

合せ、名古屋15RC、 1,500万シングルタ

ワー寄贈、名古屋100周年記念

東尾張RC 鈴木君

今年30周年記念事業調整中

へ

へ

－2－



成を各クラブにもお願いしたい。

免税措置の関係から、財団に対する寄付が

ポリオにより多くなる傾向がありますが、前

述したように、無条件寄付（ポリオ以外）の

金額が派遣できる奨学生の数を決めるため、

こちらにもご配慮されたい。

外国から276地区への派遣奨学生も、漸次

増加の傾向にあり、本年度は4名、来年度は

5名が予定されています。今後、その数は、

増加する可能性があり、居住場所、接遇等で

地区の財団委員会の果たす役割がふえ、各ク

ラブにおいても受入れ等につき財団よりお願

いすることが多くなりそうです。

米山記念奨学部会

久保田次期米山奨学委員

1~ 米山奨学事業の目的は、日本における外

国人留学生のうち、日本政府が留学費用を

支出するいわゆる｜国費留学生」以外の留

学生に対する、学費、生活費の一部援助で

あり、現在、特にアジア諸国の留学生から

の援助の需要が増加しております。

2． 毎年多数の申込者の審査に関与されてい

る立場から、 リーダーの米田春雄氏は、資

金の都合上、援助の必要がある優秀な人材

に対して不採用の決定を下すという大変な

苦痛を味わっており、他の先進諸国の援助

実情と比して、日本は援助実績が遅れてい

るという事情も反省し、何とか皆様の協力、

寄付により、今後はより多くの採用、援助

ができるようにして頂きたい旨切なるお願

いがありました。

3．米山奨学会への寄付増額のお願い。

(1)普通寄付

会員1人につき年額1,000円以上で実施

されており、当クラブは年額3,000円の

割合による寄付を行っておりますが、更

に500円から1,000円の増額にむけて努

力されたい。

②特別寄付

普通寄付以外に個人として、クラブとし

ての特別寄付制度の充実に努力されたい。
ちなみに当クラブの実績としては

①米山功労者（特別寄付額が30万円に達

した人）が7名

②準米山功労者（特別寄付額が3万円以

上で今後引続き寄付する旨意思表示さ

れた人）が2名

③米山功労クラブ（クラブとしての特別

寄付が100万円を越えた場合）として

1回の表彰を受けております。

G)一般的に、R財団への寄付と比較して、

ロータリー全体及び会員個人の意識とし

ては軽んじられている風潮があるので、

各会員に対して米山記念奨学会の意義を

理解せしめて、より一層の寄付の増額、

一宮西RC 中村君

今年40周年マスミダ神社記念樹予定

三河RC 平石君

ゴミ0運動、若い人のみ

三河第2分区 石垣君

4RC合同

①音川の清掃（ライオンズRC合同）

②岡崎公園に市が茶室を協賛で石灯篭寄贈。
豊山城北RC 熊沢君

草刈機寄贈、青少年育成の為スポーツ青少

年団に奉仕

名古屋大須RC 佐竹君

今年5周年、盲導犬教育資金100万、

記念事業として盲導犬用自動車寄贈

アシスタントリーダー 柴田君

バランスのとれた寄贈、奉仕をする事

世界的奉仕を考えるフィリピンの援助

アシスタントリーダー 高柳君

人を集めてバザーを開く、その為にタレン

ト、落語家に講演する。

健全青少年育成御母さん方集めて童話作

家による講演とバザー 400人～450人

1回に付き100万～110万

まとめとして

①各BC共予算が少なく(50万～80万）程

度である急資金的奉仕は限られる為、体をは
って奉仕する事が多↓も年間資金と労力のバラ

ンスのとれた奉仕を考えてほしい｡又準ロータリ
アンを1人当り10人増す事に依り金がいらない。

奉仕が出来る清心同調者を増す事。

②継続事業を毎年見直す事

交通表識、RCマーク入れ、ペンキの塗り

直し、時計台、塵箱等のアフターサービス。

国際奉仕部会

西川次期国際奉仕委員長

地区として、－人当り世界社会奉仕に1,000

円、青少年交換に1,500円を出して活動して

いる。これで終りとせず、各クラブや各人が

奉仕を苦しみ楽しむことが必要である。青少

年交換は各クラブの推薦により高校生を外国

に派遣するが、そのクラブは受入れをするこ

とになっている。7月末まで推薦を受ける。

世界社会奉仕は比島、タイでロータリーを通

じプロジェクトをしている。今年も視察旅行

を計画している。多数の参加を望む。

新年度から国際ボランティア小委ができる。

ロータリー財団部会

第276地区深見次期財団学友会(小)委員長

276地区としては、ここ3年間間位はJ2～14

人位の奨学生が外国に留学できますが、この

数は、派遣される2年前のロータリー財団に

対するこの地区の拠出金の総額により決定さ

れますので、今後とも一層の会員諸氏のご協

力が必要です。ポリオ撲滅運動の献金は、未

だ目標額に達しておらず、 これからも目標達

へ
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充実に向け努力されたい。 人頭分担金は、国際ロータリーの運営費や

プログラムの費用に使われています。人頭分

担金の額は、1984年1月以来増額されていま

せん。その間、プログラムや業務の費用は著

しく増え、 ドルは安くなりました。クラブと

地区への業務とプログラムの現在の水準を維

持するには人頭分担金の増額は不可欠である、
と審議会が承認しました。

◇RIニュースより

規定審議会、女性会員の入会をクラブの裁量

とすることを票決

3年に1度開かれる規定審議会が1月に、

シンガポールで開催され、世界中のロータリ

ー・クラブが、 1989年7月1日から、適格の

女性会員を入会させることを望むなら、入会

させることができるということになりました。

規定審議会はすべての決定と同じく、クラ

ブには、この件の採否について投票する機会

があります。

全クラブの行使しうる投票数の少なくとも

10パーセントが、 5月23日までに、この改正

を採択した審議会決定に反対の意思表示をし

た場合、韓国ソウルの1989年RI国際大会で

投票代議員によって、 この件は再審議される

ことになります。

女性会員のクラブ入会を認めるという規定

の提案者は、RI理事会で、12カ国の104ク

ラブと6地区が共同提案者となりました。論

争の的となった制定案の賛成21人、反対7人

の計28人の演説のあと、審議会は、 328対

117でこの案件を採択しました。採択に必要

な3分の2をはるかに上回る賛成票でした。

米国とカナダのクラブは、ロータリー・ク

ラブの所在地の法令に従うというRI定款の

規定の下に、現在、適格の女性会員を入会さ

せることが認められています。両国には現在

およそ10,800人の女性ロータリアンがいます。

審議会のこの決定により、他の会員資格条

件が変わることはありません。引き続き、専

門職務に携わる人、共同経営者、法人役員、

支配人である善良な人を推薦制によってのみ

入会させます。さらに、各クラブの会員構成

は、その地域の職業界の断面図となるように

しなければなりません。

RI、大規模な募金に対して

表彰される

国際ロータリーは、ポリオ・プラス・キャ

ンペーンの驚嘆すべき成功をたたえられ、

National Soclety of FundRaising
Executives(NSFRE)から1989年優秀慈善

団体賞受賞者に選ばれました。

10,000人のプロの募金活動家から成る

NSFREは、米国の団体で、募金活動家と

慈善家による優れた業績を探し、表彰する年

次授賞プログラムを主催しています。これは、

慈善活動分野で最も権威ある賞と考えられて
います。

インターナショナル・ポリオ・プラス・キ

ャンペーン委員会の委員長のレスリーS. ラ

イ I､氏が、米国カリフォルニア州アナハイム

で4月11日に開かれたNSFREの国際大会

で、RIを代表して、賞を受け取りました。

へ

◇例会変更のお知らせ

豊山一城北RC 6/27(HFSMの為、PM

6:00より

名古屋和合BC 6/28体)名古屋国際ホテ

ルさよなら例会の為、PM
6:00より

名古屋名北BC 6/28"FSMの為、 PM

5:30より

名古屋瑞穂BC 6/29㈱春の家族会の為、

6/25(日)魚鉄にてPM6:00

より

名古屋西RC 6/29体)夜間例会の為、

PM5:30より

へ

規定審議会

人頭分担金の値上げを承認

規定審議会は、1990年1月1日より、クラ

ブがRIに支払う人頭分担金を半期、米貨10

ドルから14ドル50セントに増額する制定案を

採択しました。この制定案の提出者はRI理

事会です。半期人頭分担金の支払日の1990;年

1月1日または7月1日のあと、すなわち1

月2日または7月2日以降会員に選ばれた人

の人頭分担金は米貨7ドル25セントで4月1

日または10月1日に支払います。

◇次回例会（6月20日）

友愛の日（立食例会）

◇次々回例会（6月27日）

講演 ‘,名人達とのふれあい”

NHK名古屋放送局制作部

チーフディレクター

吉原 茂氏 （紹介鈴木(理)君）

－4－


