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第62回例会昭和58年11月1日（火）晴
一

◇“君が代” “奉仕の理想”

◇出席報告

会員50(49）fl ili!ﾙｻ 4041

出IIIi!;*81.63%

◇前回1()ﾉ12511 (修正出勝*) 100%

lllakeup

橘木（(10./31), 11;l.介問. (10/28")、黒野Vi.

(10/27端穂). 松II I;"(10/311I･1:『尼溝(10'

261WI). IMWI.(10/27東南), 'ﾊ:1II( II･(10/26"

_I上),鈴木(11:)ハ･ (10/27*IW).鈴木(M) .イド

（10/21港)、郁蕊ハ．(10/261櫛）

◇誕生日祝福

′l;1.尼大人(11/2). , 'il l l夫人(11/4)

◇ニコボックス

ド11合RC‘Ij､llI7i･(典クラブへ初めて伺いまし

た)，佐野ハ.(' | 1ji(TV「愛知の:禰魎」に11

,.7, 1211155〃に東1!]:英進氏との対談でIII波し

ます)，竹|ﾉ1ハ･(ラベルボタンを忘ｵi,まして)．

J<I 1ハ.(ロータリーlll･IJ･|のﾉl l lllによせて), '{;｢

l崖君(夫人;泄'|(W), ,'jl l lll･(火人I漣'上祝),鈴

木(正)ハ･(鮎蛎‘記念祝), fTI 1I /;.(紬幡紀念祝）

◇三輪幹事報告

1． 次l''l例会終r後, |臨時総公を〃･いますの

で倫公liそのままお砿り~ドさいへ

2. ' II内14RC介l,i llli恭の大会が11.jjl21 1

（－I) .l 11$より】 | 1"I~l本供I"こて1｣-なわれ

ます参加術･釧群は';I務|$,)まで御述絡~ﾄﾞさ
1 ，

3． 第265地|><近江八幡RCより年次人公の

案|ﾉ1がIIIiいております・参加術釧省は‘隠務

ル!jまでおl i 'し川卜．さいⅢ

◇和田親睦副委員長報告

米たぁ.1211141 1 (火) , 41;/k家族公を開惟

いたします ／ｹｲ|は当クラブili独で{j･ないま

ず-ので雌非参加.願きますようお噸いいたしま

すc

◇新入会員紹介

~?､
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職:紫分類 ~Ij:j!(製版

◇竹内会長挨拶

『洲と仰~I','': について私の.貯えを少し述べ

てみます。

私の所l瓜しています|兎mii公では会砿'l !は集
会の人小を問わず禁煙ということになりまし

た= rRCもそうなるならばそれに越したこ

とは怠いが…･ ･･ と私も内心では‘似っており

ます。しかし， どうも未だ§11クラブの間鼬と
してば捉案できずにおります。 1‘煙単」と並

んでし好,'i'!のﾉく|〃は‐滴~でありましょう。
しかし． 、洲,’を||きめようとのﾉliが出ぬのは

ノ<体において，洲にはT.P.Oが光成してい

るからでばないかと考えています。飲椚は仕

!11:! | 'からガブガブというのは先ずありませ

ん鱈 「lllfの制約」と「場所の制約」があって

洲が愛されているからこそlltlﾊl一般から煙草

・朧目の敵にされないのではないでしょうか。

近城!ま|シミ学においても疫学が人流ｲj･です。

喫煙(童必ずしもIli癖を生むのではありませ

ん。肺猟の!'j能'ﾄ'1を生むのです。 lii満は瓶因

へ

－1－



，術ですが可能性は統!;|･術です逆に高葉をか

えると非|喫煙はl|j蝋にならないかと'~、、と非

l喫煙でも肺癌になりますしかし可能‘ﾄ|は確

かに減ります。そこのところです。

喫煙にしても飲il!ﾘにしても足非のバランス

というかT.P.Oが11 1:W|fではないかと思うの

です。換気の充分な空|州があれば喫煙はよろ

しいのではないかそこで．茶』 Iニご茶道←

があり＝華戸に莱道があるように－煙

蝋にも了煙道一の発想を提案したいU)で

す。つまり喫煙のT.P.Oの提案です。
こう考えてくると､11RCでの禁煙提案に少

々僻蹄を覚えるのです。むしろ節煙一提案

をしてI程々に．…Iとl l lし上げるに止"よう

と思うのです、

’'1問の林語堂先'liの! ;.災にこう．、うU)があ

ります

/fl lの1it界は喫蝿家と非喫煙家とにかれ

ている。喫煙家が禁煙家に多少の迷惑をかけ

ていることはj＃実だが，その迷惑が肉体的な

ものであるのに対し．蛾蝿家が喫蠅家にか1ナ

る迷惑は緒ill1的なものであるl迷人の余裕と

いうか流石に皮肉雌の林jlc'|:。高い御て妙だ

と忠ｵ)ずにいられません、 こんなことを! ;,う

と禁煙通勤家から袋叩きにされそうですが，

どうも1I本人というのは“一犬空に吠えて万

犬魁に秤う'’の嫌いがあります lll ! | 1排斥と

いい．禁煉通勤といい，恢j･が大きすぎる感
じが致します．
ノドの11tの' |', .i,ii側過多のために情報に仮り

l' ' |わされすぎて（、 、犬''Rゆる）イ耐た肺が余
りにも激しいのではないか（万犬赴にi11つ
平）と泌々と思うのです。
Rtnたるものは肉体的1こも精il'的にも余裕

"もってよるずに綾したいも(/)です-．

◇講演

“ロータリー奨‘､jJ:術と私の留学'!:液”
米l l 1奨学生劉突煥ハ．

とを決選しました IWII1入'紫の詔学'1別科で
1年半1 1本託を勉強して, 55年4月にI I式に
Ⅳjll l大学怒済学部に入りました‐そのll!f. 1 1
本の物価は台瀦の3{lifでした。私一人のﾉ|f活
fiiは台湾で一つの小さな家庭の生活f'iに111 ,1↑
しました。 しかし， ’ '水の入IEI杵理法によっ
て留学生ばアルバイトをしてはいけないの

で． 自批で留学する私は， ′|括費の支出i(liに
気をつかわなければなりませんでした．

､Iiil!f私は南IlI大学のﾘjj色素に入り，察批
食賛，小適いを入れて． 1カ月簸低5万円の

′I活溌が必要でした小適いといっても，水
を買ったり，映IIIIiを兄にｲj･ったりするのでは

なくて．ただ交迦MIiと果物代でした。水ﾕI1に
好きな本があってriいたくても，節約のため
に買うのをやめました家からはお金の使い

方についてなにも制限していませんが，私は
家に負担が沢111かからないようにすべての,11,1
で節約しました

みなさんのおかげで私は4月からロータリ
ー奨学ﾉkとして千砿ロータリークラブにお俄
，活になることになりました 4月のときに私
は乍業論文fI戒のために伽l l名11,.厘入学の|叉’
1II:fiiiへ費料をさがしにいきました。 ’門人から

八11:まで歩いて約35分かかりますが，パスな
ら5， 6分しかかかりません‐そのIIキロータ
リー奨学金をもらっていたのでバスで↓il}るこ
とにしましたバスの' '1で私はこう思いまし
た “もしロータリー奨学金をもらわなかっ

たら．私はおそらく歩いてAI}るだろう”と

ロータリークラブに対して"jめて有難く感じ
ました。ロータリー礎､jと金をもらってからﾉli

活パターンが変ってきました。ぜいたくなﾉli

hfはしていませんが、好きな水があったらri
うことができますし，喫茶店にもたまに入る
ようになりました。 ロータリー奨学金をもら
ってから私は2脚太りました、 ロータリーク

ラブ!ま私を変えたといってもいいすぎではあ
りませんこのrj難い又(持ちばいつまでも私
U〕心の! | 'に保っていきます

－第12回ゴルフ会成績一

(10ﾉj271 i (水）火端CCにて）
R NAME I O GHNET

俊勝久保川 l'lili 4() 44 84 9 75
2位腰l酎敬~， 41 45 86 9 77
3位成l l l 良治49 49 98 15 83
4位 ‘~*｢I 純ﾘj 50 49 99 14 85
5位水野貨絨45 5297 10 87
BB谷｢1 暢宏50 56106 15 91

次l111 1ま11jj15I I (火) ､得務I%(CCにて汀
います、人数に制約がありますので早' |にお
’|【し出ドさい。 （．．ルフ金牌'jf 松l, 'i)

◇次回例会（11ﾉj81 1)

ガル波 “貨幣の雌史”

東海バンク貨幣箇料･航

館長鬼頭晴彦氏 （糾介荷小林＃）

◇次々回例会（11ﾉ115I I )

フフ･イアサイドミーティングのため． ‘稚波!f

ございません‐

亭里

律庵

私は|IIWI153年8ノlにl l水へきました。 2fl4
1Hlの兵役を終えて． しばらく父の仕‘調:を予仏
いました私!ま3イドIIll,liuをやっているう

t. . l'1 )>ば物’孫の兇刀がだんだん鈍くなって
きて． これ以上になると；|:公人とンて!ま未熟
{ニな--,てしまうと思一,て． ’’水へ留学するこ

－2－


