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兄つけよう 奉仕の新生mi
DiscoveraNewWorldofService

l984～85年度RI全艮カルロス・カン･ピコNo.40

第134回例会昭和60年4月16日㈹晴へ

◇‘‘奉仕の理想”
◇出席報告

会貝55鋤名 出朧40名

出席率72.73％

前回4月9日 （修正出席率) 100%

makeup

安藤君(4/''東南),浅井君(4畑和合),橋本君(4/8
大和郡山),原君(4/Io和合),堀江君(4/'1瑞穂),小
林君(4ﾊ0和合),黒野君(4/8空港),水野君(4/5北)，
笹野君(4ﾊ0南),鈴木⑮君(4/'空港),谷口君(4／
10南),和田君(4/11瑞穂）

◇ビジター紹介7名

◇お誕生日祝福

橋本夫人(4／9ル永井夫人（4/16),河合夫人

（4/鉛),菊池夫人(4/21)

◇ニコボックス

大谷君（講演者を紹介させて頂きました），

永井君（早退します。夫人誕生日祝），竹内

君（セミ公用にて早退させて頂きます），橘

本君（夫人認|菖日祝｡結贈記念棚,河合君（夫

人誕生日祝),菊池君（夫人誕生日祝),杉山君

（結婚記念祝），和佃君（結婚記念祝），小
林君(結婚記念祝),小坂井君（結婚記念祝）

◇水野(勤副幹事報告
1． 4月21日(日)の地区協‘義会に登録された方

は，お忘れなく御出席下さい。

2．本日例会終了後，次年度社会奉仕委員の

方は，そのままお残り下さい。

◇バナー披露

札幌幌南RC(fflll君）

◇加藤大豊会長挨拶

過日，大阪の天満橋で山積みにしたトラッ

クの青森リンゴが,20分足らずで無くなると

いうチョッ卜したハプニングがありました。

弘前出身の商人が叩を離れている間に，試食

OKの看板を見た群衆が，てんでに持ち去っ

たのであhます° 3ケ月前には，ファッショ

ン製品のバザーで，混雑に紛れて3分の1の
商品が消えました。2度目だったこともあI)

NHK大阪は朝のテレピニュースでリンゴ事

件を報道し，キャスターは「いかにも大M画卿」

と結んだところ，視聴者から，言いすぎとの

批判が相次ぎ，翌朝の放送では，軽卒だった

とお詫びをする始末となhました。もっとも

朝日新聞には，大阪人の1人としてほんまに

恥しいと販売主に10万円を寄託したという会

社員の記萌が戦h,NHKにも謝ることはな

いという声もあl1ました。大阪の外の見方を

示す週刊誌では「大阪のド迫力」などと，余

h好意的ではないようです。

大阪に家を借I1ているリンゴ商は，被害届け

を出すこともなく試食OKの看板を外し，商

売を続けています。バザーの主催者は，管理

体制が悪かったと反省し，近く，改めてバザ

ーを開く計Ⅲiをしています。案外，被悪者の

示した態度にこそ，商人の町らしい大阪の空

気が現れていると言えるかも知れません。

話は変わhますが，明治生命大阪総務部が，
市民と識者のアンケート調査を主に関西，近

畿’関西複権の言葉をとおし，関西の心と文

化を考える冊子をまとめました。それによh

ますと，関西と近畿を比較したところ，人間
性と生活感がある関西を好む人鰄70％。

決めている行政的イメージの近畿を好む人が

11％と関西派が多く，残hは中立。ところが

東京の市民だけは，関西派が54％と~Fがhま

す。関西では経済の浮揚を計I),明日を築く

という実感をこめ，枕詞やスローガンのよう

に関西複権が使われています。

とかく言葉の持つイメージは，土地と離れ難

く陰影があh,複雑に思われますが，如何な

ものでしょうか。
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◇講演

“音楽の楽しみ”

二期会準会員 谷上節子さん

（紹介大谷君）

いて書かれた初めての伝記， 「ポール・ハリ

スー偉大なる奉仕の先覚者」 （邦訳版）

力:出版されました。本苔は， ロータリー創立

75周年に当って出版されたもので，過去，現

在および未来のすべてのロータリアンに捧げ
られるものです。

定価 6.200円（送料別）

※ご希望の方は，預務局までお申し込み下さ

い。
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－第4回麻雀会

（於：松楓閣4/i7(zk)RM. 18800～）
RANK NAME MARK

優勝 太田 茂 80,000
2位 安藤銀之助 55,000
3位 斉藤康二 30,000

（参加者12名）

"….<〉市内15RC合同麻雀会開催間近勢.….津."拳.嘩“

：既にご案内済みですが,来たる5月14日；
： （火ル当クラブのホストで市内15RC合同：
，麻雀会が開催されます。 ：
： 出席ご予定の会員の方は，お忘れなきよ§
： うよろしくお願い致します。 ●

：， 記

： と き昭和60年5月14B(火） ；
開始P.M. 16:30~9 ●

， ＊
’ ところ八索八勝館 ：：
： 会費 6,000円 ゞ
‘ 争
一菫幸二幸幸幸一老一二一･圭--ニー･壱ベン舎幸舎舎舎奎~奎宗･壽-ミン･幸珂奉璽･主-.牟画こ"･･弓>

！
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“音楽の楽しみ”ということで今l'1は，いつ

もの卓話とは異なった趣向で行なわれました。

愛知県立芸術大学，大学院を卒業後，ウィー

ン国立音大へ留学され，帰国後，昨年の市民

オペラ公演「ヘンデルとグレーテル」で，グ

レーテルを演じられた谷上節了さんをお招き

し，名古屋短大付属高等学校で音楽の指導に

あたってみえます広中美代子さんのピアノ伴

奏によh, フォスターの「金髪のジェニー」，

シューベルトの「野ばら」， メンデルスゾー

ンの「歌の翼さに」など，他にもすてきな曲

をご披露して頂きました。現在，新進演奏家

としてご活躍されてみえます谷上節子さんの

透き通るようなソプラノの歌声に，場内はシ

ーンと静まI),皆が一瞬，芸術家になったよ

うな気分に浸h, うつとhと聞きいっていま

した。

否定的考えは避けよう

「ロータリーにおける『できません』と

『できます』の戦いでは， 『できません』が

恒久の勝利を収めたことは一度たhともない。

広大な夢，よh高潔な目標は常に勝利を収め

てきた」

‐－－ポール・ハリス

（情報抄録よh)

寸刻を惜しんで

あ_なたの周州を見渡してみよう---世の中は

今や申し分のない状態だろうか。クラブ，地

域社会，世界社会で援助を求めている所力萬な

いだろうか？

本ロータリー年度は，ほぼ半分が過ぎたが

まだ間に合う---さあ早速見つけよう奉仕の

新生面。寸刻を惜しんで努力しよう。

（情報抄録よh)

◇お知らせ

ロータリーの創始者PanlHarrisの生涯につ

~ 第281山ゴルフ会成績
（愛知c. -c. 4/i7tk))

NAMEOUTINGH'cpNm
堀江宏輝41 41 82 8 75
松藤国弘45 48 93 18 75
松居敬二43 40 83 6 77
安藤銀之助5444 98 20 78
秋山茂則46 48 94 14 80
成田良治

（参加者15名）
第61ul夫人ゴルフ会成絞

皿
癖
職
池
唯
弛
恥

＝里

RANK NAMEOU淵漁餓群
優勝成田真砂子67 58125 36 89
準優勝谷口尚子65 67132 41 91
3位竹内逸子64 69133 26107
※次I可のゴルフ会は5月23日脚藤岡cc･で
行いますので霧ってご参加下さい。

（ゴルフ会幹堺。永井）

◇例会変更のお知らせ
名古屋瑞穂RC5/9㈱夜間例会の為，都ホ

テルにてP｡M.18;00より
5"3㈱春の家族会の為,5/19
日(日)神戸方面へA.M.8:00
より

名古屋名東Ro 5/14(火)夜間例会の為,名古屋
圃際ホラミルにてRM18:00J<h

◇次回例会（4月23日）
地区協議会の報告の為，講演はございません。

◇次々回例会（4月30日）
クラブフォーラムの為，講演はございません。
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