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第50回例会昭和58年8月9日（’

◇“君が代” “奉仕の理想”

◇出席報告

会11 48名出席34名

川ﾙ'if率72.34%

◇前回 8月2日（修ililll l,'iF率) 100%

makeup

''jl l i7;(8/1' l'),深見満(8/4瑞穂), 11!川7i･(8

/31W), i' II合慈(8/3名北,),久保I1I/ド (7/27

1ﾔﾘ)，大谷,｛↑(7/30g]&III), ↑油11: 'ﾊ.(8/4瑞穂),

′ﾊ:IIjM(8/3名北),谷l｣満(8/11 1 !),鵬蜘≦鮴(8

／3満.|上）

◇ビジター紹介9名

◇誕生日祝福

Ⅲ‘伽,ﾊﾞ(8/2）

◇ニコボックス

)I(RCIW1. (拷様御無沙汰しました。久しぶ
りに千種に来ました), J<irl7:(この皮，愛知

学院人'紫より歯学博［の学位!記を1･ﾄ受いたし

ました)，小林君(手島潜入会の惟砿をさせて

蝋きました)，鵜飼遇．(誕生祝）

◇三輪幹事報告

1. *l･ l受i､!-にて各委幽艮にクラブ計lllli ! 1fの

コピーをお渡ししましたが, !;II |;のある場

合は8月12H(金）までに御述絡|､.さい。
2． 次1111例会は/｢後611#より松柧l州にて;便間

Iﾀl1公を行いますのでお間述いないようお願

いします。

3． ロータリーの友8ﾉj号がiIIいております

のでお持ちAi}り~ドさい。

4. IIj~内14RC合同州碁の人公が8jj20H

（上）1階より中部H本椣院にて1j･なわれま

す。参加希望の方は事務局まで御辿絡下さ

い。 （参加鷲:4,000II1)
5． 總誠状伝達式の記念ビデオテープを希望

してまだいただいていない〃，又'|'し込ん

でいない方は至急戒務励まで述絡卜．さい。
6． ロータリー財･肘l委典｣更の| | |村ｲ|･がｿl)j気旅

(火） 晴へ

"1.l 1ですので， このたび副委員長の大｢1]1

が委員長に交代されましたこと御報告いた

します。

◇新入会員紹介

氏 名手島茂明期．

生ｲ|リ] I I II{{{:1111年4)18[1
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委幽会卿||Wi咋助

◇竹内会長挨拶

④8ﾉjの6の' 1は広烏へ，続いて9の| |は良

III6へあの忌71)しき1%〔雌が投~ﾄされ惨状を呈し

た弓ji:は38{|抽の'lfとはいえ，未だに肌に柴を

生ずる思いで戦争のむごさを改めて知らされ

る~‘11:であります。
爾来r核廃絶"jは国を職げての願いになっ

ておりますcにも係らず米ソ両国の核軍伽雛

争には私共榊細を知るすべもありませんが愛

うべき.現状のようであります。

第一次l1t界大戦後その惨酷さ故に了藤ガ

ス』の侠川はIRI際的に禁止されましたが，戦

争というものは血l l何なる戦争も禁Iこしょうと

は触れておりません。燕ガスに替って鋪二次

へ

－1－



世界大戦の造したものが「核爆弾」であると

するならば『核」のもつ恐ろしさばかりが声

高に論ぜられてはおりますが「戦争の放棄」

は余り主張されません。勿論我が脳は恵法に

その趣旨が謡われておりますが， もっと世界

に「戦争』こそが悪の権化である事を主張し

てもよいでありましょう。

一旦戦争となれば，何が何でも勝つﾌこめに

次々と「核以上」にすごい新兵器が出現する

のは必定です。戦争の手段は「毒ガス」や

「核兵器」ばかりではない事を忘れてはなり

ません。

「戦争が悪であるならば一日でも早い終結を

みる事が肝腎で， そのためには手段として核

の使用も止むを得なかった」と武児太郎氏が

発言しておりますが， その発言を非難するに

しても肯定するにしても，本質をよく蝿解し

てゆく見識が大切でしょう。

我国には聖徳太子以来「和をもって質しと

なす」との伝統があります。私は世界に冠た

る思想と信じてますし，又Rの精神にも符号

するのではないでしょうか。

。次に話は変りますが，来週は夜|剛例会で

す。暑い折から浴衣がけで閥]出li'i¥下さい。

（例会はネクタイ着用の事との規約はi' '1処に

もありませんから） 。気楽にビールでも飲み

ながら千種RCの将来の塀，又現状でよいの

か， というキリ，或いは又, RCとして初めて

の誕生uを迎えるに当っての色々な思い出話

等々語り合いたいものです。会長の私がII'し

ては何ですが「庇栄』と 『型式」にこだわっ

ていては何時まで経っても「和己 も l .親愛

感』も湧かない様な気が致します。 「ｲl lして

同ぜざる」常識さえあれば， 目山i制述にやっ

てもよいのではないでしょうか。なお同夜の
ゲストスピーカーは都家歌ﾉ'､illli匠の丁･定で
子斗一

~9o

◇講演

鶴昭和58年度全国高等学校総体裏話”

愛知IiL教育委員会事務局保維指導l,¥f

小澤和郎氏

（紹介者大谷和雄刑）

本年度の金田高等’､jﾒ:校総合体育大会は， 2

万人以上の選手，監督， 役員をu,4外から迎え

て，県下では13市31 1 1｣.で22諏目の競技人公が

8月1コの総合開会式を皮切りに|刑かれまし

た。 これら選手諸君らの受入れがまず問題

で，最終的に用意した宿泊施設数は509, 2

万7千人分ですが，実際の楢泊は2万2千人

余でした。いずれにしろ1泊3食付で5,800

円， しかも1食4,000カロリー硴保というの

ですから， なかなか配宿が刷難でした。ま

た，盛夏でもあり，昼食（弁当）での食' | '毒

も心配の種でありました。

この大会は商校生の大会ですので，企阿而
では，高校生1人1人が何らかの形で参加す
るようにしたいと考えました。花いっぱい連
動をはじめ，各高校がそれぞれに工夫をこら

した参加の仕方をしました。開会式で県下全
商校旗の入場を取り入れたのも， リ｢L下すべて
の高校生が全国からの高校生を迎えるという

意味を持たせたものです。
総合開会式は，瑞聴競技場で皇太丁･殿下並
びに同妃殿~ﾄﾞをお迎えし，約1万6千人の観

騨の下で行いました。この日，雌も心配され
たのは天候で，過去10年|川雨は昨年の台胤襲
来のみという,id録から安心はしていたもの

の，荒天時は県体育帥で行えるよう準伽はし

てありました。TV放映の|則係もあり, UM会
式は秒単位で進めなくてはなりません。 151 1f
の開式， 1611キの皇太子殿~ﾄﾞのおことば， 16時
57分の終了と， これだけは絶対に守らなけれ

ばならない時間で， この間にある行事の進行

には神経を使いました。知覗の欲迎のことば
が簡潔で好評でしたが， これで2分の遅れを
とり戻すことができたり，ヘリコプターのた

め煙火が一瞬出迷れたりで進行指令篭はて

んやわんやでした。お天気も14時40分まで蝶
雨があり， マーチング・バトン，民踊は雨の

!|!の批技でしたが，式典に入るとllifれ上り気

#nlもそれほど上らずにすんで，無'lf14時561)

26秒に終了することができました。
◇第260地区年次大会ご案内

今秋9月24H (土), 251 1 ( I I), 261｣(J])
に，松本西|卿，松本，松木南，堀尻ロータリ

ークラブがホストになり松本' i｣~で0N催されま

す。先H人公委貝長の1町木荊が速力はるばる

当'I下務局に挨拶に来られ， 出迎えた谷'三l剛幹
1Fに出席者の皆様のおいでを心待ちにしてお

いでになる儲をお話していかれました。
●年次ﾉく会参加者

浜l=If!,林洲､7石川芯，菊池虻|.,黒須満，

松I,』錨(御大人同伴),三輪満，水野(氏)ZI･,
新災群， ｜幽川渦.(抑夫人同伴)，人IⅨ|･’ 1，燗：
FH･, 'H:IWI (御夫人同伴),竹内XI･(仰夫人同

伴)，谷口窓以上19名

◇第11回脳性マヒ児のための心理療育キャンプ
見学の御案内

キャンプ｡l)|1催期l lll l li"1581118J]181 1～2411
キャンプ|刑催場所愛知M,L保錐リハビリテー

ションセンター

参加希望者は事務lr,)まで御連絡卜．さい。

◇次回例会（8月16[I)

都家欣六｢l'lil辰による落譜

◇次々回例会（8月231I)

』･‘〆Ⅷ,"一~"～-,‘･創血－－周年‘氾念例会･"一・～､～1）

噸騨漉語4瓶,裟噂r礎|淵腋
<ガバナーはじめ，相羽直i)1j分|X代理, ji(RCi
ざガバナーエイド山lli厳男jll.,特別代表余語~ ﾀﾞ

1 1H~， 1色関H~，伴ｲ|も出席されますので，万障ノ
iくりあわせ全員出席の例会となるよう御協ノハ
：下さい。
("_,,.."～"‘,.へ’., , .－"~.._,. ’ ,"－. ‘‘"..､. .､’’'一.""－．．』--"’.~へ."’皇､‘~」
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