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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウィリアムE. スケルトノ

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.8(1983～1984l)

第52回例会昭和58年8月23日（火）晴 創立一周年記念例会
一

◇“君が代” “奉仕の理想”

◇出席報告

会員48税出lIif 38名
出席率80.85％

◇前回 8ﾉ]16日（修正出j'i'i*) 97.87%
makeup

Ei11 1"(8/15あま),安藤職(8/17稀北),深兇

調.(8/17満_|上)，浜|｣満(8/17IM),橘本君(8/1

7名北)，林芯（8/10名北), MII場胃ﾊ･ (8/15iS

ま), ;frl l l fﾊ･(8/10名北),加藤(脈)乳↑(8/20:;j:

111),加藤(敏)".(8/].3，]: 111),加藤(保)7･l.(8/
17南)，小林7~1． （8/12北)，久保lll"(8/19

北)，黒野/_I.(8/16名束)，成IIIMI(8/17五所川
原)，大谷.闇. （8/15あま)，雌側君（8/17名

北)，斉藤淵． （8/17名北), 'i"I:lim(8/17名

北)，杉l l l#i･(8/11束耐),鈴木（猟）君(8/1.2

北)，手,liiWj. (8/20守ill), :､W鰕荊(8/18Mii

穂)，都築ｶI． （8/17和合)，鵬飼荊. （8/17稽
北)，矢野Y~↑(8/10南）

◇ビジター紹介10名

◇ニコボックス

火隈､'伽ガバナー（創立一周ｲ|を記念おめで

とうございます)， 肘|羽ll11前分|>〈代蝿(創立一・

I11年:氾念おめでとうございます)，余語特別
代表（創立一周年!記念おめでとうございま

す), I I 1川ガバナーエイド(伽な一周年記念お

めでとうございます). XRC仲面前幹蕊(刺

立一周ｲ|:‘記念おめでとうございます),/R

C尼|典l沁会災（創立一周年!氾念おめでとうご

ざいます)， ’､j:IIIRC岩111"(伽I賊:一ﾙﾖ年おめ

でとうございます。先| Iは祁家歌六さんと大
変おIIt話になりましてありがとうございまし

た。益々の御発嵯をお祈りlliしあげます),

水野(民)", !li川君，竹内君，加藤(大)詞，
壼輪君．，谷I IM",水野(斑)君，汀I土l君，菊池
君，林譜，浜「I君，安藤湖， ル{|場君，加藤
（敏),#，加雌(保)溝，小林ﾒﾊ｡，無野君，宮尼

溝．成lll".新芙荊，西川論．人口調.、斉藤

君，寺澤諭，郁築讃，鵜飼満，和|Ⅱ渦．，矢野

~β･ （創立一・ﾙ'ﾘｲﾄの再びを祝って)，佐野君(愛

知陣生年金公館で作品をお災い｜:げ]頁きまし

て，又9ﾉ191. I (金),午lilllll＃に名II.『膣テレ
ビに出演します)，黒須君(' l1.内14ロータリー
の新入会.幽識押公での職業4割.|:の識師無事に

終えました)．黒野君(誕生祝）
◇バナー披露

五所川服RC(成lll君）

◇三輪幹事報告

1． 次|'1l例会はクラブフォーラムを行います
ので全会典が御出席ドさるようお願いいた
します。尚，蝿事役貝の方はその後理事会
を行いますので2F儲の間にお集り下さ
い。

2． 余||<|公且滞飾と“ようこそロータリー
へ，，がﾙllいておりますのでおl~!｝ち帰り下さ
いc

‐－創立一周年記念例会一

◇竹内会長挨拶
1

餌＝

I 零

本日はﾉ<隈腫前ガバナー, ll l ll:1ガバナーエ

イド，〃|羽n@I前分区代理，又スポンサークラ

ブ束RCの余語特別代表はじめ織りの皆々様
をお迎えして，創立一周ｲIiの！氾念例会を開催

出来ます11:は大変に光栄であります。
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昨年8月16口，余諦特別代表をI漿婆役と申

しますか養親として創寸総会が開催され、キ

ーメンバー2名に24名のチャーターメンバー

を加え26名でき'1クラブは発足しました。小'､強

/kが緊張して入学式に臨むような券llll気であ

った』jfを思い出します。 IIIIか分かりませんが

何かありそうな何か起りそうな，又何か得ら

れそうな未知の期待感からだったかも知れま

せん。

8月24口には早々と大鵬ガバナーのお手廻

しによって, RIの認証が11}られたのであり

ます。

6111k総会を赤ちゃんの誕生に例えるなら

ば， ‘認証は出生ﾙilに机､I1しましょう。 IIII『れて

11t界に認知された次鯏であります。余語特別

代表とスポンサーRCのイi塚公1量も共に産&i}

人科のﾉ<家であられたのも何かの奇縁とIIIせ

ましょうか。

俗にいう誕生の‐お樹参りに当る認証状

低迷式は昨年の10月191 1 ,111!』〃|年金ホールで

|)|1樅され，その後､'11 1までに13名の会風を加

え39橘で|臨みました。お肌|H1やるのにチャー

ターナイトとは是ﾑl1{' ilに……と謎々みたいに

思いながら水野虻也前公及の111指導のもとに

メンバー一|司兎にｿ｢1全ﾉjを尽した.i};:でありま

す。枕II!その間に於ける束RCの{､|2幹娯の御
協力に対しては改めて御礼IIIし上げる次第で

あります。

今I IになってみますとハリW:からチャーター
ナイ ｜､までの2， 3カノjのlll1親クラブの東R

Cの併様の物心岡山iの御援助, 111羽分区代FI!

の1I'(接の御指導，その他銘銘の御加,漢があっ

たれぱこそ無覗:に経過Il1来たと感謝致すばか

りであります。

・年を職りみますと印象が強烈でありまし

たがII攻に何か創立から認証状仏述式までがす

べてであった様に思えてなりませんが，実際
には手‘汗に『新入会ji継習公Iとかアクラブ

,汁lll'i j3: ! とか1｡IntercityGeneralForumg
或いは『地区協議会』といったパンフレット

があります。クラブの定例会の他にこうした
地区ili位，分区単位の!;附j･11:が城繁に|)M催さ
れており，海とも山とも､ﾄﾘらなかった私共に

もどうにかRCの概要が朧気になって来てい

るのであります。前にも私IIIし｜げたつもり
ですが，今日千種RC48嵩のよき仲間と知り

合う猫が出来ました。親密庇こそ濃淡様々で
すが何れllf間が私共の間柄を更に色機く，又

色合よく染めて呉れるツドでし.):う。然し当下
J!IRCの設立がなかったならば恐らく遂に知

るji:のなかった友人｢譜兄ではなかったか…~…

と思えるのであります。その‘懲味でここに創

仏一間年の記念例会を迎えるに､ilって改めて
その意義と，又今後の努力の必要を感ずるも

のです。 4waytestといい, R綱緬とい

い，私共Rtnを拘束するものは妓低限の蝋

識であります。そうしたRC内の『和之の
l i陥』を少しでも拡げたいものです。それこ

そがShareRotaryでありServePeople

にかなうのではないでしょうか。

終りに当りまして当クラブと縁深き御来場

のゲストの講先策に対して，一同を代表いた

しまして今迄の御厚情に謝怠を表すると共に

今後の御指導を仰ぐものであります。

◇大隈直前ガバナー挨拶
一
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が本当
、殊更

4 軒

~ ! ;.ご挨拶ll'し’二げます。－イトが本当に早
いというのは私の実感であります。殊更，創
ｳ:以来たいへんお忙しかったでございましょ
う祷様方には．おそらく全くl'dじ思いではな
いかと思います。
おそらく ．度とあり僻ないオーケストラに
よるロータリーソングで始まったチャーター
ナイ ｜､，私も， もう少L大きなﾉliを出して湫
いたかったと，今になって‘似っております。

ただノゲ，会腿さんがおっしゃったように‐

イトにして会此が僻になったということでござ
いますが，新しい会jiがこのようにお蛸えに

なるということは． クラブとして大へんなこ

とだと思います。ある怠味ではこれだけの新
しい〃が知り合うということは業崎しいこと

であります。50人のところで50人増えたのと
述いますし，又、創､，/:早々のことでもござい

ますので尚史のことと忠います。

これからは， この創立の|.',1:びと苫しみを通

じて伸びていかれることと,'』います。そして
このクラブが一本シンの迦ったクラブになる

と11;じておりますc今もここにいらっしゃる
II I羽さんからも，あんな蝿時間でクラブが'k

れることばないと|剛いておりますこれから

一年，二年．今の会長さんのお古雄を皆さん

がご理解頂いて努力され．そして前進される

よう期待致しております。

私はガバナーではございませんので，余分
のことは『|'し上げない方がよいかも知れませ

んが， ノザ年度のスケルトンRI会長の蒔いた

ものを読む機会がありましたが．始め，あの

方がおっしゃっていることは，会員増強を一

一
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生懸命言っていらっしゃるように私は思って
おりましたが， もっといい企ililiを作ろうじゃ
あないか， もっといいプログラムを作ろうと
いうことに熱心なようであります。そしてロ
ータリークラブを通じ，お互に仲間に貢献す
る，又，仲間に対しては考えなければならな
いこと，お互に気を付けなければならないこ
とは，憎しみを持つよりは無関心の方が悪い
ということをおっしゃっていらっしゃるよう
です。世界のRIも少しずつ変ってきている
と思います。全体の動きとして， 自分の考え
ていたより回転し，進んでいると私は受止め
ております。
そういう状況でございますので，正に力溢

れた千種クラブは， このような動きを受入れ
て進んでｲjく肢も相応しいクラブだと思って
おります。一つ会長さんのご指導のもとで思
い切って進めて頂きたいと思っております。
また機会があったら必ず例会に参加させて

頂き，懐しいお顔を拝兄したいと思っており

ます。しっかり力一杯，思い切ってやって頂
くようお願いI I1し_Lげ，お祝いの言葉とさせ

て頂きたいと思います。
どうもおめでとうございました。

◇相羽直前分区代理挨拶

1

▼

その後も，すぐすぐ育ち，今日の立派なク
ラブと成長いたしまして，私も特別代表とし
て完全失業状態でありました。これは取りも
なおさず水野民也前会長のリーダーシップの
お陰であります。ロータリークラブも大隈直
前ガバナーがおっしゃったように世界的に!|履
換期に至っておると存じます。
今後， このクラブが， ますます発展いたし
ますよう祈念致しまして，お祝いの言葉とさ

せて頂きます。

－懇親会一

◇乾杯

山田ガバナーエイド
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一言ご挨拶IIIし上げます。ただ今，大隈直
前ガバナーからお祝いのお言葉がございまし

たが，私も異句同音にお喜び申し上げます。
丁度，一年前に水野会長を中心に， 26名の

方によって創立総会が開かれたことが,つい，
きのうのことのように思われます。昨年度の
大隈ガバーによる唯一の新クラブでありま

す。
兎角，一人子は過保謹になり勝ちでありま
すが，あにはからんや，誠に健全な体質と精
神の持主でありました。ますます発達発展し
て行く姿を拝見し，心から省:んでおります。

今後，千極クラブがますます繁栄しますよ
う，又，会員の皆さん方のご多乖を祈念しま
してお祝いの言葉とさせて頂きます。

◇余語特別代表挨拶

木日ここに一周年を迎えられ，誠におめで
とうございました。心からお祝いを申し上げ
ます。当クラブの誕生は誠に目を見はる程
で，あつと髄く間に生れ， しかも未熟児でな
く，充分な成熟児で，本当に安産でありまし
た。

蝿掘｡VA－ﾊｶ
一

◇お祝い電報披露

字一周年記念例会おめでとうございます。
奉仕の理想実現に向って益々の御発腱をお祈
り申しあげます。』
RI260地区奥澤ガバナー

◇水野直前会長御礼挨拶

晴天のへきれきで，新クラブ設立のお話し
をうかがった当時は大変さを感じながらも，
さっそく準備を始めたことが思い出されま
す。
東RCの余語特別代表はじめ，よい方を皆

様から紹介していただいたり，例会場決定に
あたってもいろいろ苦労がありましたが，チ
ャーターナイトには名フィルによる減奏とい
う目新しい趣1n1力式大好評で感慨無駄でした。
現在会員48名ですが理想的には60箔という

数字を考えております。今年に10名増えれば
来年の地区大会で表彰いただけるかと思いま
すので努力してゆきたいと感じております。
本日はありがとうございました。
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います。奨学金と研究グループ交換は，毎年
恵まれた才能をもつ青年男女に支給されま

す。受領者は， 自国以外の国で勉学に励むと
共に，効果的な親善使節を果せる力をみがか

なければなりません。留学国のロータリアン
とその家族の寛大な指導と友好とによって，
その国の生活と慣習にじかに触れることがで
きる結果として，永続的な友情と友好とが嶋

われます。
あなたに援助できること

棋範的なロータリアンが生れながらに持っ
ている人類同胞という意識と， それを支え
る，雄も有効に利用されている財政的援助と

が表異一体となって， ロータリー財団がその
目標達成のために行なう活動の遮樅となって
きたのであります。う。ログラムを継続してい
くため， ロータリー財団は現在も，過去にお
けると同様， 自発的な寄付に全而的に依存し
ています。
特にあなたにできること

・妓良の財団補助金峡補者を見出すのに助力
すること：

、財団補助金受領者たちのホストになって，
彼らがあなたの社会生活，職業生活および
家庭生活について学ぶのを援助すること：
、クラブもしくは地区の財団委幽会の委員に
なること：

・金額のいかんを問わず，毎ｲF財剛に寄付を
すること。すべての寄付は，あなたのクラ
ブの功績となり， クラブ及び地区のパーセ
ンテージ水準に反映します。しかし股も大
事なことは，それが財団う。ログラムを推進
し，発展させることであります。 （みんな
が貢献するロータリー財団より）

会員増強に関する短文集

新会員を推薦することは，すべてのロータ
リアンの義務であります。誰かがあなたにロ
ータリーを分かち与えてくれました：今度は
あなたが他の人にロータリーを分かち与える
番です。

新会員とは新鮮なアイディアを懲味し，新
鮮なアイディアはクラブの|河上につながりま
す。クラブの活動を実行するのに必要な人材
が増えると，より良いクラブとなり，より良
いクラブはクラブや社会の役に立ちます。
新会員漉得の鍵は現役の会興にあります。

私達のクラブのすべてのロータリアンは同分
達を推薦してくれた人に恩義を負っていま
す。この恩義に立派に報いる一つの方法は，
逆に新会員を推薦することです。ただちに行
動しましょう。そして他の有資格者とロータ
リーを分かち合いましょう.／

(RI会長資料より）

◇次回例会（8月30日）

都合により卓話はございません。
◇次々回例会（9月6日）

.i;[話“国会裏話し”

圃会議員

草川昭三氏 （紹介者加藤火蝦君）
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◇万歳三唱

東RC尾関元会長
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－第10回ゴルフ会成績一

R NAME O I GHcpNET
優勝 久保田皓 39 37 76 11 65
2位 竹内真三 41 46 87 1869
3位 松居敬二 3841 79 9 70
4位 三輪 康 45 48 93 2271
5位 谷口 I陽宏 4547 92 15 77
6位 秋山茂則 51 46 97 16 81

B.B 水野賀績 47 45 92 10 82
8位 大口弘和 54 54108 2286

（8/20，木曽駒CCにて）
ノド月のゴルフ会は， 8月19, 20口と発足以
来初めての‐･泊旅行の形で木曽駒CCにて行
なわれた。20日当日(土)は， 当ゴルフ場でも
めずらしいと言われるほどの快Ⅱ青で猫み渡っ
た背空の中，参加者全員が伸び伸びとプレー
できた思い出深きゴルフ旅行会となった。
＜おことわり＞

なお， 9月ゴルフ会は，年次大会参加期間
（9月24(土), 25H(日))に松本にて行なわ
れることになりましたので，参加者が年次大
会出席者に限られます。御了承下さい。

（松居ゴルフ会幹事記）

あなた方のロータリー財団

ロータリー財団は，実際に則し現実的に言
えば, [KII県理解と親馨と-,ﾄ和を推進すること

を'三l的とするものです。特別補助金と保雌，
飢餓追放および人間性尊璽プログラムに対す
る補助金は， ロータリー・クラブや地区の後
援による[KI際性のある慈善的なう｡ロジェクト
を支援するために，年間を通じて支給されて

へ
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