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第147回例会昭和60年7月16日（火） 晴 ガバナー公式訪問
へ

堀江宏輝君福田ガバナーを歓迎して。

公式訪問の成功を祈って。

1年皆出席を記念して。

谷口暢宏君3年皆出席を記念して。

堀場利幹君2年皆出席を記念して。

浅井誠寿君、小坂井盛雄君
1年皆出席を記念して。

尾関武弘君お誕生日祝い。

三輪 康君夫人お誕生日祝い。

菊池昭元君和田正敏君野村義雄君
大口弘和君成田良治君竹内真三君
加藤敏昌君福田ガバナーを歓迎して。

又、公式訪問の成功を祈って。

◇宮尾幹事報告

1． 本日の例会終了後、 クラブアセンブリー

を行ないますので理事役員、各委員長の方

は芙蓉の間にお集り下さい。

2． 次週例会は111.SM.で、 PM’6 : 00より松

楓閣にて開かれます。昼間の例会はござい

ません。

◇菊池会長挨拶

梅雨明け宣言から1週間、夏本番となりI闇

を焼いた若者も目につく様になりました。

本日はクラブの重要行事であるガバナー公

式訪問日で、ガバナー、分区代理、今日は本

音で諾り合い、楽しい実りある触れ合いの一

｜ヨとさせて頂き艇仔じますのでよろしく御教

示、御指導お願いl:|:1し上げます。ガバナーは、

名古屋空港ロータリークラブ会腿、隠張第2

分区代理、地区大会委員長等を勤められ、 こ

の庇耽任されたのであります。私がガバナー
をお見受けしたのは84年地IX年次大会委員踵

としての御活雌の時より、85f~Iﾐ3jj会長エレ

クト研修セミナー、同4月地区協議会、そし

て本I：Iであります。白髪の紳士が強烈な第1

印象で、非常に歯切れが良く、糊にリーダー

的竹:征に勝負れ実行力があり、包群力の;ある

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会貝 55(56）名 出席43名

出席率 7818妬
前回 7月11日 （修正出席率）100妬
◇ビジター紹介

空港RC福田ガバナー 他9名

◇お誕生日祝福

尾関君（7／19）、三輪夫人（7／20）
◇ニコボックス

第260地区福田浩三ガバナー

名古屋千種RCを訪問して。

和合RC相羽鍾一君

久しぶりです。今年も宣しく。

菊池会長、宮尾幹脅{、ガバナ

ー、第一分区代理宜しく。

名東RC米沢弘和君

成I韮1様、私学協会でお世話に

なりました。初めて千種クラ

ブにお邪魔致しました。

永井正義君7月のゴルフ会優勝しました。

福|刑ガバナーをお迎えして。

松居敬二君前年皮ゴルフ会取り切り戦で

優勝しました。

福田ガバナーを歓迎して。

3年皆出席を記念して。

黒須一夫君家内がレディースのゴルフ会

取り切り戦で優勝致しました。

水野賀続君不運にも2回目のホールイン

ワンを7月6日、片山津C()

でしました。

3年皆出席を記念して。

宮尾紘司君編IIIガバナーを歓迎して。

公式2年皆出席を記念して。

加藤大豊言菅原宣彦君

W111ガバナーを徽迎して。

3年皆出席を記念して。

凱一里
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指導者と言う印象でした。福田ガバナーがガ

バナーノミニーとしてナ･ソシュビルの国際協

議会に参加され、特に感じた事として「色々

な人種、様々な服装、違った言葉。何うして

こんなに立派な人達が、金と暇を使って集ま

って来るのだろうか。そして其の様な人達を

引き付ける物は何かと考えた。結論として、

ロータリーが好きで、 ロータリーを愛し、 ロ

ータリーに情熱を感ずるからである。」と地

区協議会でお間かせ頂いた顎があり、私達も

斯くなりたいと思います。以削、水野創立会

長がガバナーになる為には、

1．地区内の名誉会長以外の欠陥のない会員

である甑。

2．職業分類の正当性に疑問のない事。

3． ガバナーとして推選される前の年の最終

日にRIに対し、負債残高のない完全無欠

なロータリークラブの有資格会員である事。

4． ガバナーに就任する時点で7年以上会員

であり、ロータリークラブの会長を全期間

勤めた者である事。

5~ ガバナーとして責任を果す意志と健康的

に果す事が出来る者である事。

6． ガバナーに選挙される直前の国際協議会

に全期間出席する事。

そして、ガバナーは地区に於けるBI唯一の

役員であり、その任務は、

1． 新RCの結成指導監督､既BCc珂童化助成。
2．地区内RCの相互の友好とRIとの友好

関係の促進。

3．地区大会、地区協議会の主宰並びに出
来るだけ早い時期に地区内RCの訪問。

4． 地区内でのRI役員としての任務遂行と
RIへの諸報告。

5．地区保存書類の引き継ぎ、及び次期ガバ

ナーへの指導。地区内RCのガパナースレ

ターの発行。

6．任期終了后はパストガパナーとなり、地
区の総ゆる会合のリーダーとして、識師、

各委員長として活躍せねばならない。

と言う事であり、特に地区内92クラブの公式
訪問があります。既に福田ガバナーは本日で

4クラブを消化され、残り88クラブをハード

なスケジュールで訪問されるのであります。

暮々も健厳には御留意頂き、無事大任を果さ
れます戦を心から念願し、ガバナー、分区代
理の益々の御健勝と御多幸をお祈り申し_!二げ、

挨拶とします。

◇第260地区福田浩三ガバナー講話

私は外科医でございまして、上飯田で病院
長を致しております。未熟者ですが今年一年

間努力して参りますので、よろしくお願い致

します。先礎、会長、幹事さんより千種RC

の現況を色々と聴かせて頂きました。 3， 4

年の躍進の時期でもあり、非常に結構だと思

います。

国際協議会で全世界159ケ国のガバナー・

ノミニー夫妻425人が集り、ナ･ソシュビルの

街外れのホテルに8日間缶詰となり特訓を受

けました。お蔭でロータリーの本質、細かい

手続等色々と勉強し、その意味でこの8日間

は有意義であったと思います。又、色々な人
砿の方々と交際が拡げられ、ロータリアンの

喜びを実感致しました。

今期RI会長になられたエドワード･F･

カドマンさんは、非常に暖かい感じのする素

lli罰しい人です。彼は昨年バーミィンガムの大

会の後、 リュックサック1つを背負ってイン
グランドを歩き廻ったそうです。 1人で静か

に考えたかったのでしょう。その時『you

are the keyJ、このテーマを考えつかれ
たのだと思います‘,私共ガバナーは、クラブ

訪問の機会に彼のメ､ｿセージの主要な部分を
お話しするように言われておりますので、眼

を閉じてお聴き下さい。

（ 「あなたが鍵です』と呼びかけるRI会長

の〆･ｿセージが、感動的に読み上げられまし

た。 《ガバナーズマンスリーレター"12

頁参照》）

カンザスの国際大会へは5月に私共も参り、

最終日にガバナーの認証を受けました。そし

てこの機に、エバンストンにありますRIの

本部を見学する機会が与えられました。ロー

タリー財団の運営がどの様になっているのか、

次年度の事務総長と食事をしながら色々聴く
ことができました。公式訪問が始まると、私

も大変忙しくなります。今秋、豊橘の地区大

会が開催されます。名古屋市内15BCで3分

の1以上の出席をして頂きたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。私の方針

を申し上げます。本年度の私のガバナーとし

ての重点目標はございません。と言うのは、

カドマンさんの『あなたが鍵です。」のテー

一

一
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はその地区の「ロータリアン1人当りの平

均寄付額」によって定められていました。

従って、 1985年夏に260地区より派遣出来
る奨学生は5人でした。

5） このたび奨学生派遣基準の大変革が行わ

れ、今後はその地区の『財団寄付総額」に

よって決められることになりました。その

結果260地区のような大きな地区は有利に
なり1986年夏に260地区より17人が派遣出

来ることになりました。

6）学生派遣に関しては種々問題点がありま

すが、その中で日本全体に共通の問題とし

て、選考試験に合格するまでは学生がロー

タリークラブと接触を密にされるが、出国

してからは消息の判らなくなってしまう学

生が多く、推奨クラブも学生の動きを把握

していない例が多いということです。

7）今月の10月に1986年夏に派遣される奨学

生の選考が行なわれますが、推奨クラブは

この点を十分に了解され、最後まで（帰国

されてからも）責任を持って頂ける方策を

樹てて頂いた上で、多数の優秀な人材をご

推奨頂くことを鶴首しております。

8）今年の選考方針は、従来の如き語学力偏

重を避けて「日本の名誉」 「ロータリーの

名誉」を海外にて十二分に表すことができ

る『善意の大使」にふさわしいお人柄の方

を選ぶつもりです。 （ガバナースレターより）

第30回ゴルフ会成績

（藤岡C.07/11(木))

RANK NAMEOUTINGHbpNET
優勝永井正義45 40 85 15 70

準優勝松居敬二42 38 80 9 71

3位谷口暢宏43 48 91 18 73

4位加藤敏昌57 52109 29 80

5位竹内真三49 52 101 21 80

B B鷲野義明45 51 96 13 86

（参加者11名）

第9回夫人ゴルフ会成績

（藤岡C.C.7/11(木))

RANKNAMEOUTINGH'cpNET
優勝黒須アイ子58 52 110 45 65

準優勝竹内逸子63 58121 42 79

3位谷口尚子64 62 126 46 80

★会長杯取り切り戦優勝者

マに尽きると思うからです。 1人1人が鍵と

なり自分の奉仕部門で主体となって働く。そ
れが重点と言うことです。ロータリーの奉仕

は結果だけを重んじる傾向がありますが、そ

の過程が重視されるべきです。 1人が号令を

掛けるものでなく、皆さんと相談して実行す

る。その過程が大切だと思います。増強と拡

大はRIが力を入れている目標ですが、私は
目標％は申しません。皆様方で決められ実行

して頂きたい。カドマンさんが言われる様に、

5人に1人の実行が大切です。拡大は各分区

で1クラブの増加を目標とする様分区代理に

お願いしております。ロータリーは余裕であ

り、ストレス（良い意味での生きる力）であ

る。皆様の生活そのものをロータリーによっ

て生き生きとさせて頂きたいのです。

（文責・木全）

～ヘヘーヘーークラブアセンブリーーヘーヘーヘーヘー～

夕

へ

4

懲 ~郭一
例会終了後、福田ガバナー、吉田分区代理の

御指導のもとにクラブアセンブリーが開かれ
ました。当初、緊張した面持ちの各委員長も、

終始、和やかな福田ガバナーの応対にすっか

り落ち着きを取り戻し、活発な意見、質問が

交されました。福田ガバナーの適切な御助言
を頂き、一同熱心に拝聴した充実なクラブア

センブリーとなり、滞りなく終了することが

できました。

ロータリー財団についての

「一口メモ」

楠 仙三

1） 1983～84年度のロータリアンー人当り

の平均財団寄付額は「全世界平均＄23‘77」

r全日本平均＄50.69J「260地区$51.70J

です。

2）全世界に412の地区があり、日本には26

の地区がありますが、その中で260地区の

財団寄付額は「全日本の中で第3位」 「全
世界の中で第4位」です。

3) %0地区はクラブ数「91J会員数｢6.093

人」と世界最大の規模をもっています。
（1984年6月30日現在）

4）昨年度までは地区から派遣出来る奨学生

一

(優勝しカップを受けとる松居君）
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発展への鍵であるとカド~マン会長は考えてい

ます。もちろん、その通りです。あなたは、

クラブの発展へのマスター・キーであります。

カドマン会長は言っています。 「私達は、数，

だけのために会員を増やそうとしているので｜
はありません。多くの人に、 ロータリーの精’

神を分かち合い、私達の地域社会や世界的問，

題の解決に力を合わせてもらいたいのです」｡’
’ 6月中旬までに、 159の国と地理的地域に（
21,500のﾛｰﾀﾘｰ~ｸﾗﾌがあります｡1984,年I
F月1日以来､70ｶ国810クラブが加盟しま｜
u二Zﾐ具一~~－－－－－－

(RIニュースより）

、

（優勝し楯を受けとる黒須夫人）

一多少気楽に

「まず事実をつかめ

解せよ」

一一一一一

、それから思うままに曲

---マーク・ トウェーン
ローーーーーヘジーアージーンー一一一一 一

市内15RC囲碁大会ご案内

市内ロータリークラブ囲碁同好会の夏季大会
を、名古屋RCのお世話にて下記の通り開催
されますので、多数ご参加賜わりますようお

願い致します。

日時 昭和|60年8月24B(土）
RM､1:00～6:00

場所 中部日本棋院

（東片端交差点西北）

参加費 4,000円

※参加ご希望の方は、事務局までお申し出
下さい。

◇お知らせ

「ロータリーの友」英語版

1口分（年間2冊） ￥1,000（〒込）

「ロータリー・一口ぱなし」

1部¥1,000 (送料別）
「ロータリー入門書」

1部¥ 500 (送料別）

「窓を開くロータリー」

1部￥ 75 （送料別）

※ご希望の方は事務局までお申し込み下さい。
◇例会変更のお知らせ

名古屋名北RC7/24㈱皿S・Mの為､17:30より

名古屋北RC 7/26㈱工場見学､及びHSM
の為、アサヒビール名古屋工
場にて16:10より

名古屋守山RC 7/27出夜間例会の為､名古屋
栄東急インにて18;00より

8/3出夏の家族会の為､岡崎グ

ランドホテルにて18:00より

名古屋東RC 7/29個液間例会の為､18:側より

名古屋港RC 8/2総納涼家族会の為､名鉄犬
山ホテルにて18:00より

◇次回例会（7月23日）

F.S・M.の為、講演はございません。

松楓閑にて18;00より。

◇次々回例会（7月30日）

識演 “奇術40年”

マジシ割,ン松浦天海 （紹介杉山君）

へ

困った時の友

ブは「ロータリ

慮したほうがよ

が最低米貨10ド

になれる。毎年

一財団は、世界

して活動してい

ある。

クラ

とを考

ブ会員

剛の友
一タリ

の友と

は友で
－ヘクーー､"～三一二～＝ヘジーー－－－，－～…一一ｼｰｼｰｰｰｸ…－－…~ｰ～一－－
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（情報抄録より）

新会員に扉を開こう
一一~一ーへ一一

30日までに100万会員を達成すると い6月

う昨年

もられ

I汀進し

ら、次

ロー

念、意

と見積度の目標は、20,000人不足する
ドマン会長は、

100万にl,(いた

という熱意、信

ひとりひとりが、

ています。ですが、力

続けるつもりです。 『

は200ノjを|」ざします

タリーを分から合おう

思を,Iくすロータリアン
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