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第65回例会昭和58年11月22日（火）晴
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◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会風50(49)急出職31名

ハ|職:縦63.27％

◇前回 11j]151-I (1讐硴llll,'if率)97.96%

1nakeul)

秋il lハ･(11/18』上), 7Ijl 1 1ハ.(11/141 1 !). ′女藤？｜
（1121空港), !'i川#(11/15名東)． 浜l I 7i
（11/21'鵜港)，林洲.(11/19‘,]: i l l), li1"/1.(11/
12，]:|| |)，加藤(敏ノリ|･(11/21空港)．加藤(保）
？'･(]1/14L|〔)，黙llM．（11/15名火), !､|､{弧イi
（11/171ﾉLi), 1dlf!:/I･(11/12'､): I I I)、鈴木(IDハ
（11/10火|･ｻｲ)． 脚;,雑．（11/15名東)， 、↑灘-/I
（11'12‘､]: l i l),都築隙(11'12守1II)、 欠野.II~
（1115衞來）

◇誕生日祝福

松居.ﾊﾞ(11/25）

◇ニコボックス

林"{i.(ホームクラブ御1111沙汰しました)、 隈屑
71-(I"'IM), 大谷f↑(紬幡,記念祝）

◇三輪幹事報告

1. /|fl l"'l会終｣'後，次ｲ|具度理:1i投jiの{崎箔

zil公を2F橘の|川で|)|1きます。脩憎委山
のﾉﾉばお残り下さい。

2． 次|1 11例会終了礎、雌 !i:役ti会を11･います
ので蝿‘獅赴iのﾉﾉはお残り~ドさい‐

◇竹内会長挨拶

lﾘi川のついでに久しかりにl ll 本膿をブラブ
ラしていましたら珍しい水に会いました。 ｜|{｛
l:l l17(|版で炎色く紙frが変色し戦i鐸|れの人
連がみたら 『､何かいな」と思うような水で
す。戦1'1派の私にば懐かしくて購入して米て
ぺラペラ眺めた次第です。その1'1に 析聞1読
者の；態｡』というri l lがありましたので少し
御紹介してみます。 ｜特に析聞i氾荷i'lillllでは
新|州をl l<I家内の『強｢l〈順と言いたがる御悩が
ある~だ際析間の恵樋ばi!1といっても| 1入で
ある、それは如|｢Jに!;､lil'lliしても評柵iし過ぎる
ことばない二人体において新聞の銃.荷を3つ
のグループに)}1ブることができる、その蛎一

は銃んだものをｲ釧;信じるもの，第一ﾕは簸早
全然篇をおかぬとするもの，その第二は髄ん
だものを批､ﾄﾘ的に検討してしかる後に判断を

ドす頭脳のあるもの…である』とあります。
｜第一のグループは数からいってj l捌的火多
激をl l iめるc ll<|"｢ | 'の大衆からなりI:I¥hII的に

雌もili純な部煎に脳する。しかしそれを職典
ｶﾘに>詮げることはできぬ。強いて言えば砿の
fI!渡によって|><別することができる。ここに
脳するものは''1分で物を考えるように生れつ
いてもい葱ければ，又そのように教育もされ
ていないもの述で． ~ ・部は雌能から一部は/f
能からFI地に黙く印刷してljえられたものぱ
ことごとくi ;lliする連! | 1である。更には''1分
に思芳能力がある癖に全くの考え嫌いから他
人の薄えたことをl':Iもかも有難く孤蛾してし
まう唖蹴の怠け満もこの!|'に入る。

ところで大衆を炎象するこのﾙ'1の人々にと

っては新州の膨紳は企く案ll,'iしい。彼等はI'｜
分に提供されたものをI皇Iら検!i,1･することもで

きないし. ",;l･する．世志もないのだから． l l
々の出来'if- ･切に対する彼呼の兇解は，一か
ら｜まで殆んど1,1jら他力からの外部的影稗に
Al}せられる。これは彼等の啓象が真I1{旧で其
火を愛する〃IIIIから↑j･われる場合は有利であ
るかも知れぬが． この啓蒙が無噸の徒や嘘nl:

きの平にかかった場合は禍である、

第孟のグループは数においてずっと少なく
なる。彼群の一祁分は初め第一のグループに
li.liしていたが, 1逢い間f'¥い幻滅を味わった
陵，今鹿はJ｢反対に変って物くも印刷され眼
Iこ触ｵLるものは蚊から信用しなくなった〃j'・
かろ成り倣っている。

蚊後に第；のグループはぐっと~ドって数ば
l1t少であるc

これは'i:れつきの糸質と教行によって独立
に縁えることを'､j4Uw,何事にも''1分自身の判
断を作ろうとし，すべて読んだものを今一・度

縦イミ的に検,制・して自らの判断を加えるといっ
た精神的に真に洗練された蚊脳の持主から成
り立っている。彼'聯が新聞を読めば必ずI竺1分
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から奉仕の理想ができたのであります」と肥

されております。

これはlii会長の「和」竹内会長のよく言わ

れます「ラベルボタンメンバーになってはつ

まらない」とのお話が正にこのことを指して

いるものと思います。

お互いの職柄を理解し， クラブにおける役

務を尊孟し感↓洲の気持を持つことによって友

愛の輪を広げ， それぞれの持つ知識と経験を

生かし私達クラブに尚一層の虞献されんこと

をお願いする次第です。以上のように未だ新

生児である私共クラブに今必要な極とご理解

卜．さいまして全会員並にご家族の方々の秋樋

的なご参加をお願い申し上げますと共に私共

親朧活勤委il一同微力ではございますがﾉj一

ぱい努力してまいりますので皆様の温いご支

援ご協力の程伏してお願い｢|Iし上げます。

◇林国際奉仕委員長より報告

H頃ロータリー財団の御協ﾉJありがとうご

ざいます。刑際理解と親善をはかるためにも

肥もとをⅢめる柱としてロータリー財目|に力

を入れることが当委員会の偏念と考えていま

す。 ロータリー財団寄与率2，200％という商

成績で松本での年吹大会でも表彰されました

が， 今回新たに皆さまに呼びかけたところ，

ポールハリス3窟，準ポール21名が誕咄し，

達成率も3,000影になりました。 ノナ後とも許

さんの御理解と御協力をお噸いいたします。

又1984年, IIj際ﾉ<会が典|]jのバーミンガム

で開かれます．ご案内をお丁. , i'I:に配りました

ように国際ロータリーの芥I1H女(を味わうにも

好辿かと,似われますので是非御検討いただき

ますよう雨ねてお願い| I]し上げます．

の頭脳も絶えず平ｲj~に側かせるので細集者に

は厄介で大変な連'↓Iだ。新|淵記者はこ弓いう

読者を尖はあまり好まない。

勿論この第三のグループにとっては断|川が
でつ

提ち上げるノンセンスも殆んど危険はない。

あるいは逆に意味があるとさえ言える。仙埠

は大概その生涯において新聞記者というもの
ときた虫

は原則として時偶にしか木当のことを筒･わぬ

悪戯者だということに横れているからだ。だ

が遺憾ながらこういう業晴しい人達の意侭は

その知性にあるのでその人数にあるのではな

い。－残念なことに分別が物を言わず剛数

が一切であるよう芯時代では誠に不幸なこと

である－‐人衆の投票用紙が物事を定する今

日，決定的な価値は股も人数の多いグループ

にある。そしてこれが実は第一のク､ルーフ･即
ち懸直者，又は軽率に崎じてしまう者述の群

なのだ」

以上御紹介申し上げましたのがこのl 1 l-本の

中での新聞読者に対する分間です。右’好の方

も左寄の方もこの分|17には可成り共嶋なさる

点が多いのではないでしょうか。

だから「どうするのか」 「何をニド強したい

のか」と仰言られると私としてば|判ります

が，唯一･言（それだからこそ，新聞とか電波

の背負う賢任は重い） と’思うのです。RCの

4waytestの' i｣でのtruth」と I｣fair に
刈する英卿|に基づく ､l1ll析が求泓〕られま可－， , li

にFl,lj却の剣息とは‘マスコミ 4 と同侭に藍

えてよいでありましょう。

梼様は↓l今の会長挨拶をどう思ってお|11き

になりましたか｡実はこのTI｢本の著者は"A.

ヒットラー”

詐名は磯meinkampf (我が闘了卜) '' とIII
します。

◇新美親睦活動委員長より報告

先にご案|ﾉ1の通り来る12jj141 1ナゴヤキャ

ッスルホテルに於いて､ilクラブ蛾ﾉ<の槻||fij

事であります年末家族懇漉会を開催する迎び
となっておりますが， ノr年は初めてy'1クラブ

が単独にて企画いたしました”当クラブが将

来共統々よきクラブとして苑腱していくため

に鹸も必要な栄養{illiの問いプロク．ラムであり

ます。草花にも良質な肥料が求められ花が実

が熟するように， クラブのいろいろな他物に

数多くご参加頂き良い土壌づくりに務めるこ
とこそ私述会員に,鞭せられた義務であろうか

と考えます。

親il楢丙勤資料に「"jめから親睦はロータリ

ーの原助ﾉJでありました。あなたのクラブに

おいて矧峠を活発ならしめるよい方法は， ポ

ールハリスが他の人との交際を求めたことか

らロータリーが誕生したのであるという1f実

に注意を喚起することであります。その親睦

一

言～一冒云新制作座フェスティバルのご案内リーーボ

｜
/61 1 1f

リティ

かな芸

， ／池'1

副｜
杵様のI

､

淵I（
I

1ぐたる121]13H (火) ,午後2時/611 1f

より， 社会編ﾈ| |: ・青少年他ｲ堂行成チャリティ

公油を1jいます~新{|jl1作座の人|ﾊ1性豊かな芸

術の創造は高い‘;､|価が与えられており， ／池｜

のチャリティ公枕でも主宰真| | |美保さんをは

じめとする団凸の皆さんの精魂をこめた来ll,'i

しい舞台がくり広げられます。会此の皆様の

仰支援御協力をお恥いいたします。
｜)1充券特等6,000円 一崎; 5,000円

.-W4,500円 三等3,000II｣

場所愛知IIJ｣:生ｲF余会飢にて

へ
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◇次回例会（11月29n)

i搬演 “私の留学峨活とそ(/)""

会員深見章君

◇次々回例会（12月6日）

沸演 鐇私の生巌家業に一〕いて”

会員 原富士雄君

識城 “私のニューヨーク生活体験”

会員 堀江宏輝君
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