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－みんなに奉仕を
-ServePeople
1983－84年度RI会長ウィリアムE

みんなにロータリーを

ShareRotaryNo.4 (1983～1984)
スヶルトj／

第48回例会昭和58年7月26日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員47名 ilWif 35名

出席率76.09%

◇前回 7几19口（修正出席率) 100%

makeup

秋1 I 1"(7"'18*), 1Iji l l71.(7/22港). 1 l1川糾･(7

／23守III),加藤(保):(･i(7/22北),黙野僻(7/

184'), 松|苫惹(7/22港), 水野(") -"(7/18

1 I:'), 水野（賀)"(7/18SUDDEPARIS、

FRANCE),斉藤調･ (7/23'､):III), 憾野.#(7ノ

23'.]’''1)． ′I‘¥原彌(7/20来京)、鈴木(_'li)-"(7/

18空港）

◇ビジター紹介3名

◇誕生日祝福

深見夫人(7/27), J<I_I夫人(7/27), 小池"

（7/28)，加藤(敏)夫人(7/29)，樅野ﾘ1．(7/30）

◇ニコボックス

水野（民）君(米1I1奨'､jを生カウンセラーのため

米III奨'､;を会よりいただきましたので，又前l1'l

ゴルフ会でブービ一蹴となりまして)， 水野

（賀)71(北欧旅行より無:",;帆しました), 和
｜｣l ll･(4n単話させてⅨきます)、 水野(災）ハ・

（夫人謎'|#f),深兄71.(大人誕生祝)、小池イヤ

（誕生税). /<1_I イヤ(夫人誕ﾉﾋ祝),加滕(敏）ハ・

（夫人誕生祝)， ↑鯉j:ハ･(誕生祝）

◇バナー披露

RotaryCluboflbadan,Nigeria(安藤!l.)

◇三輪幹事報告

1． 本I I例会終r後,"'II会をij･いますので

"ilf役典の方は橘の間にお災り~ドさい．
2． 9ﾉ1241 1 , 251 1の松本での年次入会のし

め切りが間近ですので，出欠を17務Ijまで

至急御連絡l､、さい。

◇竹内会長挨拶

ロータリアンとしての必須の雌低条fl:IEt

「会費の納入」と了例会出朧」であります㈲

この!|'で会世納入は殆ど問題はありません

が，例会川Iifに'1Iして, RC朧間粒にする|､11

体はないでし.;:う。莱者I州,kやらiliなる職!II,膳
グループでは欠IIifも寛人で，又代理の出lI!ifも

認められるのですが, RCでは本人が必ず出

席する‘伽:を疑務づけております。 瘤ロータリ
-60f｢史jに先l 1も御細介しましたが「lll ･｣き

|#jRCでは1972fl:2)1創立以来6flil間lﾉﾘ『ll(ぬ

第269地|>〈内第1位を|_l指し，遂に1978ｲ『9

ﾉ181 1の第33011II"'1公で念願のII怖率100%

を述統3001111速成した」と撒<ij･されておりま

す。 llt界【| 'のRCは師過一･iX-･定のl 1 ll!fに一
定の場所で定例の会合を|)llく l；を決め． その

1 1時．場所はRIが光汀する公式称I1;に1;u|lf

され、 lll:界のどこのRCのメンバーであろう

と， この締1ﾄによりクラブの公介を確かめ|脳

'1＃こオLにill職する'lfが1'j能で， ホームクラブ

出l附と同l'llill''IをI;#y)られますc!!Ijもmakeup

です‐夫々のクラブの会合はその他にも色々

とありますが, RIの'7:場から公』:tの会合と

認められているのはこの定例公だけでありま

す。昨ｲf度に於ける雌張鯏－-"I><c)IIIIIW卒を
みておりますと， 19クラブの''1常に5～6ク

ラブがilil,'iflOOctiを述l戊しております。RC
のメンバーは一･･職純一･満と限られます． ,il'l")

ぱ紫界の代表ともぷえまし.kう・そのW笏か

ら出lﾙｹ問題を号えれば, RCというフィール

ドへ緬固菜界の代炎として参加する.I1:により

他龍＃liの人へ寄Ijし，又逆に他の人々より,〃

形雌形の多くを仰て, |'1らの職紫、又職能lj･l

体ヘノ<きく反映させる……というﾉ<切な黄務

を負うと典にそれが誇りでなくてはならない

と考えます。つまり ~．御|:の'i,'i淵交換公Iで

あり，欠職はl俄囎御|:を!|1:んずるRCの州'i"l l

に反し，業界の他のロータリアン前･削の人々

に迷惑をかける'1；に他ありません。水11:ljijf,

長は徒らにlllli'lv率にこだｵ)らぬ立場をとられ

へ

－1－



臓器|Xillliになる傾lhlがあるということです

又，陛擁機器優先つまりDataがl l猟ならば
正常であると決めつけ、人の1派え・ IIf術を111（
視してしまうように恩われます。このような
反満の‘'1で!.TheHeart"つまり．心をもっ
た医師でなければならないと忠うようになり
ました←

“心耐を広辞林で引用しますと｜人間の知
・情。 ．産の働きの総称』とありますこの3
つの心的要素をもつI憾帥になるように努〃
し. HomeDoctorとして，地域のIffillliとし

て． ロータリー精神にかなうよう社会雁||:を
行ってゆきたいと思っています

◇山村君長期欠席報告

当会貝の1I1村･ｲﾄが病裁娠j瞳のためしばらく

例会を欠席されます。即'j;公において災期欠
席が承認されましたので御淵告||’しあげま
す。
◇例会変更のお知らせ
8ノ1 1 I I ( )l ) "11,.1f' | !RC f4, l ,.11&RCと

介同''1公の為,8/2(火)12:30
pmより剛光ホテルにて

8ﾉ14 1 1 (4<)", l ,催喘聴RC FSMの為
6:00pmより郡ホテルにて

8月151 1 ( jl)名l l l催窄港RC例会咄休航の
為. 8/12(f)12:30pmJ<
りII'IIパレスにて

注) 151 1 ,'1 l lはビジター受{､l･
は｛j･いません。

8n151 1 (月）あまRC夜間例会の為, 8/
186:00pmより橘鉄グラ
ンドホテルにて

811 171 1 (水) 811,.膳脚|ffRC 4(RCと合
同例会の為, 815(11)12:30

pmよりホテルナゴヤキャッ
スルにて

8月17H (ｲ<）名,li膣脅北RC FSMの

為， 817（水)5 ; 30pmより
第_皇揃｜:ホテルにて

‐－ロータリアンのl ;.jk -

「会員増強を成功させる鍵は期限を典休的
に定めたlﾘl確な計llliiと，火際にその!;l･l'l'iを遂

行する人々にかかっている。 ）

‐九地区ガバナージム・ヴフ･ンダーバーグ

（米IKI )
「私達は決して，優れた新公liをクラブに

迎える必愛眺について弁lﾘlしてはならない
贈強することをやめたら滅びて〃･くのだ。」
一元RI公艮ウイリアノ、 ・R・ロピンズ

( 'i,'iﾄM抄録より）

◇次回例会（8月2II)

卓話“試験紙:ベビーを巡って”
名【11瞳大学助教授
蜷川映巳氏 （紹介荷竹内典~:ｲﾄ）

◇次々回例会（8月9 1 1 )
卓話“昭和58ｲﾄ度ｲ訓11尚呼'､ｻ:校総合体行人公

災括”
愛知ﾘ‘4教育委員会')f勝ﾊ,j保健指導1'f
小澤和郎氏
（紹介者大谷和雄ハ）

ましたが私もIIjじで、 iliにll｣l,'iF率にこだわり

ますと点収虫の如くになり朔IIIであろうと考

えます。然しながら以上'i'し上げました様に
夫々のメンバーは夫々の職域の全椛大使みた
いなものですから，その趣斤がよく御那解頂

ければ, l'1から例会場へ足がli'｣くのではない

かと瀞えます．従ってiliに腱食だけで洲,}る

（これをナイフ・アンドフォークメンバーと

いいます）のは111i噸味であり，出職率にこだ

わるのも深い怠味があっての'}；と理解されま

す．どうぞmakeupはmakefriendで

もあるl；をよくよく爪味してドさい

◇講演

“ザ・ハート (TheHeart)''

会典和田正敏ハ．

III譜のタイ ｜､ルとし

た"TheHeart" ･一〕ま

り“心臓” “心”は，

私が|"illliとしてのlife

workであり，座ｲI~の

銘としています。

なぜ“心IIIM"をlife

workとしたかは． 火

一

学II＃代， ．､人のIl lll先ﾉ|：に会ったというとて

も単純な雌'| 'です。その・人は、 イll ll l敬先生
であり， ノく学3ｲ｢の頃，その方の,';:かれた心

髄側学の教科III:で勉強したことがあります。

心臓はちょうど11･雁でゲンコツを|'l:った位

の筋肉の塊ででき, !itさ約300ダ稚度のポン
プである心臓|'|身から岻女(刺激を発し・特

殊な'i"<il''l路を絲IIIして筋肉を興岱させたの

ち，動脈・榊脈を通して1 1 1延べ約10トンの

ill液を送り出すために, i'l1 110"ILll以上もの

収縮通勤を行なっている仮に1分間に70111 l

収縮すれば. 70fliIMでは‘だに260億凶とな

る』と解説してありました。この内祥によっ

て私は，心|撒の･,u気'|郷!'､撒に興味を抱くきっ

かけとなったわけです。

もう一・人の｢II l ll !1, JM;L幌|ｸ罪|･人ﾂ4, WIIII

が郎教･l受であります。 ll{{#143ｲli8ﾉ18[ 1 , "

授が'''心となって． 、I111!fl8肢の'I;fillil1;･犬ｲ|.の

心ll胤移ﾊII1r･術が我がl l<|で〃｣めて汀なオ)れ, | | |』

界では30瀞｜ ｜というニュ.一スが発表されたこ

とに大変蝋きを感じました。

ノ<'､jj:時代，心に炊く|;|j象づけらオLたao人の

Fl l l l l先ﾉ|から， ドll l llという満ならば'ﾉ1#:l･l笈の

術雌器蝉| 1 11として，心臓についてのプロにな
れると‘似いました〔それから12年間． ｜ﾉ1科学

の鯖環器|Xl.llliとして研究・診旅を行なってき

ました

その'冊1に感じたことは私を念めて呪代医'紫

を,､jをぶと鋼III分野のSpecialiStになってい

きますが．一人の人|淵として診察するより．

人間の体の'i !の・祁，臓器のみしか知らない

へ､

一ワー~


