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物がいて「馬鹿Jと闇:いてあり、日本人が醤

んで記念写真をしております。その近くだっ

たと思いますが、犬という嬬があり、ポイン

ターが‐匹入っていた。犬が動物園の稔の｢|､1

にいるのが私達には珍しかったが、街を歩い

ても犬がいません。従って街路を犬の糞が汚

すこともない。中国では犬は食べ物です。間

本人は普通では犬は食いませんが、中国はグ

ルメの国だけあって食べ物の種類が豊富だと

思います。広州では山犬、猿、蛇、蛙などが

食卓に出ることがあります。食通でない私は

名前をきいただけで恐れをなし、お断りして

いますか、一度スープの中の蛇を白身の魚と

思い食っていた処、皮が仲々かみ切れず、 ソ

ッと||｣して見たら、マンダラ模様の蛇の皮で

ショックを受けました。

猿は八百屋でも売っていて、生きた猿の頭

を測って脳みそを箸でつまみ、老酒の中に少
しづつ分配して乾杯するとききました。

北京で先方の役人とこの話をした処、北京

ではそんなものは食わない。南の連中は野蛮

なんだと言っていた。成.腿南蛮と言いますか

ら。

ところで犬を食べる文化|割というのは、 I:l.1

国、ビルマ、朝鮮半島、シベリヤ東部、太平

洋諸鮎（メラネシヤ、 ミクロネシヤ、ポリネ

シヤの諸島）と座範囲の様です。我々は犬を

食べるということに抵抗を覚えますが、アラ

ブでは豚は食べ物ではないし、印度では牛は

食べない、鶏やその卵は、 インド西部やアフ

リカのある地域では食べないとのことですか

ら、これらの地域住民からすれば我々が変な

ものを食っていることになる。

各々の地域の文化の違いがこうなるのでし

ょうが、文化の違いをのり越えて異民族が理

解し合うという頭は、仲々雌しいことと思い

ますが、それでもやらねばなら葱いことと肴

◇’“奉仕の理想”

◇出席報告

会貝 54名 出席45名

出席率 8333％

前回 7月21日 （修正出席率） 100妬

◇ビジター紹介 5名

◇お誕生日祝福

小池君（7/28）､加藤(敏)夫人(7/29）、征野

君(7/30)、武内夫人(8/1)､鈴木夫人(8/2）

◇ニコボックス

加藤敏昌君会長に智恵では勝てませんが

うでずもうでは勝てます。夫人誕生日祝い。

小林 明君家内の為のゴルフ優勝祝賀会、

有難うございました。

北野寿三郎君脾雀大会で優勝しました。

安藤銀之助君麻雀会会長杯取り切り戦に

て優勝しました。

永井正義君ゴルフ会の会長杯取り切り戦

優勝祝賀会には多数ご参加いただきありがと

うございました。

小池宗君笹野義春君誕生日祝い。

武内清君、鈴木正男君夫人誕生日祝い。
◇深見幹事報告

1．本日例会終了後、理事役員会を、又その

後、 5ﾙﾘ年記念実行委員会を開催いたしま

すので、各担当の方は2皿橘の間にお集ま

り下さい。

2．次週例会は8/8(･ljl7:45より創立5周年

記念例会を開催いたしますので、 8/4(火)の例

例会はこ･ざいません。

◇野村会長挨拶

ペットブームの時代で、ペット食品産業も

盛況を極めております。ペットの巾では犬が

一番多いのではないでしょうか。

北京の動物閲に行くと、パンダが沢山いて

可愛らしく遊んでいて、動物名は！熊猫」と

記してある。又顔が鹿に似て体が馬の様な動

~‐
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えます。

夫婦喧嘩は犬も喰わぬと申しますが、犬を

食う話は、食後の話題としては適当でなかっ

たかも知れません。お許し下さい。

◇講 演

“親の数だけある教育教と、

子どもの数だけある育て方”

愛知県教育センター教研部長

遠山 彌氏 （紹介浅井君）

o第3は論理の目、分析の目

感じとったものを、科学的に分析して見

る目である。意識調査や提案制庇を採用

して分析してみる目

。第4は透視の目

社員の仕事ぶりや考え方を見抜く目。つ

まり奥を見抜く目､先を見透す目といえる。

o錆5は統一の目

目というよりも、能力といえるかもしれ

ない。いままで4つの目によって知り得

たことを、総合的に兄る目といえる。つ

まり、職場としての全体のブ，ロフィール

が描き出され、社貝の全体像が浮かび_L

がってくるのである。

。第6は内省の|弓I （ふり返って見る目）

以上の5つの目は、第6の内省の目によ

ってしめくくられる。つまり、管理職の

管理職たらしめるｲく断の成長を促すフィ

ードバックの目である。

5． こんな心術えで…･･ ･

（1）社員のつまずきを自分のつまずきと考

えてふりかえることのできる人に

（2）仕事についての話の中では、いつも人

間を中心にしている人に

（3）人間についての理解を深めるために、

たえず新しい発見をしようと努力する人に

（4）仕事の成績の序列を人間の序列におき

かえることをつつしみ、一人ひとりの人

間の持つよさを大切にする人に

（5） つねに能率的、効率的なものを目ざし

て、主体的に検討を加え、自分の主張を

持つとともに他人の主張にも耳を傾ける人に

（6）社員の発言.を大頭にし、特に異った意

見にも暖かい配慮のできる人に

6. VSOPの管理職に･･ ~ ･ ~ ・

甥ブランデーの品質

VSOP…特級VSO一級VP…二級

"VSOPの人とは〃

v vi lal i l,y(活力）

｝識
S･ ･SpecialiSt(呼問性）

o…orlginal ity(独創性）
P…PcrsonaliLy(人格､個性）

第43回ゴルフ会成績

需亨 喀離~ ~，鎌譲：

驚零溌譲蝋‘輪
溶
撫

鞭
、
弗
才

段騨

へ

篝騨騨 ＃

鴬

1． みんな『いい」社風ばかり…･･･

oいてもいなくてもいい社貝

oいない方がいい社員

o本当にいい社員

2． 部長〃聞いてください･･･ ~ ･ ~

o1期いてください〃私の悩みや不平や不

満を〃

・話してください〃あなたの仕事の夢や

希望を〃

o笑ってください〃仕馴:蛾の気の重さ暗

さをふきとばすために〃

o教えてください〃仕覗の能率と賃金と

の関係を〃

3． こんな管理職は困る･ ~…~

(1)威張る管理職

（2） 面倒臭がり屋の管理職

（3）忘れん坊の管理職

(1) 次の読めない管蝿I職

（5）経営感覚のない管理職

（6） 自席に座りどおしの管理幟
（7）人情のない管理職（相談にのれない管

理職）

（8） 優柔不断な管理職

（9） なんでも上司に指示を仰ぐ管理職

⑩上司に報告しない管理朧

4~ 管理職に持ちたい六つの|］~ ･~ ･･･

o蕊lは感性の目

社貝を見る目がシャープでありたい。直

観的で全体的で、しかも具体的に兇る目

･第2はプロセスの|］

製品や利益の結果だけに目を向けるので

ばく、その過程にも目を向け形成的評価

を常に大切にする目

銀一

~

（藤岡C.C. 7/9(,M)

NAME (.)U'P IN GI-l'cpNlyl)
鷲野義明42 45 87 13 74

野村義雄心1 49 93 18 75

久保11I II!i 42 42 84 9 75

太剛 茂52 54，106 14 92

（参加者14名）

第21回夫人ゴルフ会成績

RANK

優勝

準優勝

3位

13 B

二

RANK

優勝

NAMMOUTIN GIIbl)NE'l，

成田真砂子54 60 114 29 85
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準優勝

3位

B B

小林

竹内

加藤

照子

逸子

恭子

◇情報抄録より

R.I.の新テーマに挑戦

1987～88年度国際ロータリー会長、チャー

ルズC.ケラー氏は、本年度のテーマ：ロ

ータリアンーー奉仕に結束一平和に献身を通じ

て、 『奉仕と平和の理想に改めて献身しまし

ょう」とロータリアンに要請してきました。

チャック会長は、 「全世界を地元地域社会

とみなし」、近くの隣人や遠方の隣人の幸福

を推進する努力や活動に全力を尽くさなけれ

ばならない、 と言っています。チャック会長

は私達に要請しています。既存プログラムす

べてを強化し、まだニーズカ満たされていな

い地域に手を差し伸べることを。

9月は青少年活動月間

9月は青少年活動月間ですので、クラブが

地域の青少年のニーズにどのくらい応えてい

るか評価する最適の時です。未来は、現代の

青少年の手にあります。こういうわけで、私

達の多くの青少年プログラムは、 ロータリー

にとっても地域社会にとっても大切です。こ

の月間を利用して、青少年に改めて力を注ぎ

ましょう。

ロータリーとは

「ロータリーとは何かを語るより、 ロータ

リーが何をしているかを語るほうが楽です。

ある人が最近こう言いました。 『ロータリー
が、人生や人間をもっと優しく考えるよう勧

めてくれたときぅロータリーが、私達に対し

て、 もっと大きな心で、他の人の美点を見る

よう教えてくれたとき；人生の喜びと美しさ

をとらえ、輝かせようとしている人と私達が、

ロータリーによって楽しく、有益な交流がで

きたとき、 ロータリーは、私達の期待を何も

かもかなえてくれました」」。
‐‐ポール・ハリス、

ロータリーへの私の道

人々のニーズをかなえるWCS

私達のクラブは、国際平和と理解を築くた

めに尽力しているでしょうか？私達が大き

く貢献できる一つの機会は、国際奉仕の一つ、

世界社会奉仕(WCS)です。WCSのおか

げで、私達は遠く離れた地域の人間の状況を

改善するプロジェクトに参加できます。かな

えなければならないニーズのあるとき、遠く

離れた地域など世界のどこにも存在しません。

◇次回例会（8月8日）

8月4日を変更して創立5周年記念例会

◇次々回例会（8月11日）

講演 ‘､俵万智歌集『サラダ記念日J

の歌について”

岐阜薬科大学教授現代歌人協会会員

小瀬洋喜氏 （紹介秋山君）

（岐阜南RC会員）

60

52

74

53 113

64 116

74 148

（参加者

25 88

26 90

52 96

8名）

米会長杯取り切り戦

優勝 永井正義

麻雀会

小林照子

（於：松楓閣7/21（火) PM6500～）

RANK NAME MARK

優勝 北野寿三郎 83,300

2位 安藤銀之助 70,300

3位 太田 茂 39,別0

米会長杯取り切り戦

優勝 安藤銀之助

◇7月度理事役員会議題

1 9月8日(ｿjガバナー公式訪問の件

8月18B("分区代理訪問の時は､会長､幹事、

会長エレクト、副会長は11:30に集合する。

2． 1銘6～87年度決算・ 1987～88年度予算書

の件

原案の通り承認

◇第276地区ガバナー事務所夏期休暇のお知らせ

8月13日嗣～8月16日旧）

◇会長杯取り切り戦優勝祝賀会

7月23日附松楓閣にて、優勝者を祝う会が

開催されました。

3年連続会長杯独得の松居君にストップを

かけたのは、永井君。来年、その次と3年連

続を狙う意気込みは-|-分です。そうはさせず

今度こそ私が！という会員の方々と、ゴルフ
談義は止まりません。

－

－

一方女性は、 3月の和合コースで、ホール

インワンを見事に決めた小林照子さん。初

の会長杯を手にニッコリ。夫人会員の方々も

和気あいあいでお祝いしていました。

今後の皆さんのご健闘をお祈りしています。

購~潮;鰄‐; ~墓デー~苧~割
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◇RIニュースより

ケラー会長の要請：平和探求を最優先；結束
の重要性を強調

ればなるほど、私達の展望を明確にし、優先

順位を整えておくことが必要です。

クラブに対して、次の三つを中心に置くよ

う要請しています：

o他者への奉仕がロータリーの本質である

ということ。

。この概念が基本となっているため、私達

を取り巻く多様性より結束のほうが大き

な位置を占めているということ。

。国際奉仕やすべての財団プログラムの尺

度は、世界平和と理解にどのくらい効果

的に直接寄与しているか、 ということ。

塗
荘

や
伊
一

、

＃謹
ー

＃

a

地区ガバナーから会長賞プログラム・ フォ

ルダー(9001-JA)を受け取ったと思い

ますが、ここに挙げた八つの目標のうら五つ

をかなえることによって、 これらの問題すべ

てに献身していることを実証するようクラブ

は要請されています。会員を増やし、新クラ

ブのスポンサーとなり、新しい奉仕プロジェ

クトを始め、財団寄付を増やし、または、ポ
リオ・プラスの募金分担額を集める計画を立

てて下さい。本年度、会長賞を獲得しよう、

との決意をもらましよう。

と?“

7月は、 ロータリアンである喜びに心が躍

る時です…発展と奉仕、それに実績のある素

晴らしい伝統に目を見張る時です。米国ペン

シルベニア州カリフォルニア・ロータリー~

クラブのチャールズC.ケラー会長は、 ク

ラブへのメッセージの中で、 このような躍動

感をかき立てています。

ケラー会長は、また、非常に簡単な真理に

注意を引こうとしています： 「平和への道が

見つからないと、私達が何をしようと、大し

た差はないのです．世界平和の探究をまず優

先しなければなりません｣｡この発言の土台と

なっているのは、 1987-88年度RI.テーマ、

「ロータリアンー･奉仕に結束一平和に献身」

です。

会長は、本ロータリー年度中、挑戦するこ

とになる他の課題を分析しています：

--ポリオ・プラスjこれは、大変大きなこと

のようにみえます。米貨1Ig2,000万ドル

の目標を達成するには、 クラブ・レベルの

募金は、大半、本年度中に完了しなければ

なりません。

－－ロータリーにおける女性；忍耐、覚容、理

解をもってこの歴史的変化に応えなければ

なりません。

-.-情報伝達jロータリー内外でコミュニケー

ションの手法を向上させるために特別の努

力が必要です。

--会員増加；内部拡大と外部拡大の両方には
シーズンオフはありません。会長は、これ

を「筋力養成」と呼んでいます。

．-奉仕部門：クラブ・プログラムは、四大奉

仕部門すべてにバランスがとれていなけれ

ばなりません。

--青少年とともに活動することs青少年の未

来に投資し、青少年をしっかりした創意あ

ふれる人間にするための手段と価値観を提

供します。

ケラー会長は言っています。ロータリーが

発展すればするほど、また、世界が複雑にな

一

ロータリーにおける女性：会員資格の歴史的

変化

カルフォルニァ洲法に賛同する、米国最高

裁判所の7－0の決定によると、米国のロー

タリー・クラブはもう女性を締め出すことは

できなくなりました。B原L定款の規定による

と、 ロータリー・クラブは、その所在する国

および管理上の地域の法律の範囲内で運営さ
れることになっていますので、 ロータリー．

クラブは、この規定を遵守するものと期待さ
へ

れています。

直らに効力を発するのはカリフォルニア州

だけですが、類似の法律を施行する他の州の

全クラブにも、この決定は適用されます。他

の州にどのような影響を及ぼすか、まだ、明

確になっていませんが、さしあたって、B.I.

理事会は、女性会員を入会させた米国のクラ

ブを徴戒処分にしたり、除名したりすること

はしません。事実、女性を入会させたクラブ

もいくつかあります。米国最高裁判所の決定

は、米国外のクラブに何の影響も及ぼさない
ことに注意を払うことが大切です。

この決定の精神を汲むと、会員に選ばれた

適格の女性は、会員に伴うあらゆる権利と特

典を享受できるし、他クラブを訪れたときは

ロータリー会員として歓迎される、というこ

とになります。

最高裁判所の判決の詳細は、ロータリアン

誌と地域雑誌の6月号に掲載されています。
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