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上半期の妓終"'1会となりました書水野前会長

よりバトンタッチを受けましてから無我夢I:|!

でやって来て鋪が付いたら半ｲ|過ぎていたと

いうのが偽りのない実感です。
刈千燕R.C.の2代EIとして－1こも二にも

‐~“を計ることが先決と考えてやって参り

ましたが， ノJ足らずのため所期の成果が不一|-

分に終りましてII1しわけなく思っておりま

す。年lﾘlけ後の~ﾄ半期に一II?iの努力を傾けた

いと存じております。前年期末の46名の会蝕
が6瀦増uされまして只今52漁，史に近々数

墹の会員の琳加をみる予定であります。新入

会員が卜11クラブに入会されてよかったナアと

思えますように先鞭会員の御配腫とアプロー

チをお願いいたします。古いの新しいのと巾

しましても､11R.C.では高々ｲ|畠余のｲ1~I異でご

ざいます。新メンバーの方も逆1瞳なさらずに

ドシドシ発言と1i動をなさいますように願い

ます。 、毛沢東ではありませんが少々の喧嘩は

あった〃が後々の親睦のためにむしろ価値が

ある。人柄や瀞え方が手っ取り_I恐く判ってい

いc黙って食1；して例会が済むと“サアー仕1F

済んだ”といった例会にはしたくない。 “も
つ済んだのか”と満妓り‘階しそうに退席する

例会にしたい。征過の顔合わせでN1~虻に声を

掛け合い|仏l心を分け合う。時には燗人的な懲

痴や稲‘淡をする。女(が向けば夜の方の親睦は

如何かと恕企みをする。 ′聯々， こうした積み

IItねが1;I1互即解への土壌に外ならないので

す。個人川人を｣|Xり I:げれぱそれぞれの職業

分類でのサミットに近い〃々ばかりですので
申すことはありませんが， ‐ ・度ロータリアン
となられたからには他職業では伺い知れない
各種職業人としての考え方，気質，更には人
間味といったものを出し合い， イ;l 1互に刺激す
ることにより，時には争うことになっても紬
ﾙｫはクラブの券朋気の形成にはそうした職み
嘱ねが大切であると信じております。

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員52(51)名洲IIwi¥ 38"

IIIji'if率74.51%

◇前回12ﾉ120日（修正出I'if*) 100%

makeup

W<III淵･(12/23北),浜1lW(12/21#I合),橘水

~ﾊ.(].2/211W),林~/i(12/23港), 加藤（保）我．

（12/24‘,〕: ll l)，菊池満(12/23.|上)，小池君(12／

27守|||)．黒批ｲﾄ(12/21利合)，松藤洲.(12/26
’'1)，松Ii"l.(12/19空港),水野(虻)11.(12/21.
和合)，水野(賀)1I(12/24'､]:I1I)、大｢1"(12/
15瑞穂)，斉藤（(12/191l'), 1"M･(12/21和

合)，鷆飼ハ．(12/15端穂）

◇ビジター紹介6橘

◇誕生日祝福

黒須夫人(12/25）

◇ニコボックス

水野(民）ハ.(m2/11NHKチャリティボウリ
ング大会の始球式；バッチリ放映，②12/18

*1 1 1上池の掃除, CBC, 東海TVに放映，

] | ! |_l掲救, e)! | '祁則･界新年号表紙に服ケ丘ス
ポーツP&Sの随筆7 "スポーツと文化”掲

職，④内孫， ノド朝第4子誕生，⑤前回無断欠

席ペナルティ），竹内君(半ｲIM|ji:に済みまし

た)， 4く野(賛):閥･(ホームクラブ長らく御無

沙汰しました)，松藤君(前li'lホームクラブ火
膳し御迷惑かけました)，鈴木（姉）君(長男

(NHKディレクター）の演lllした｣E月番荊l
が元旦より3Hまで, 811i15分より30分，

“私の好きなllH〈”で放映されます）

◇三輪幹事報告

1． 本H例会終r後，理.，隠没典公をｲjいます

ので斑.0j前役幽の方は, 2F橘の間にお集り

．ドさい。

◇竹内会長挨拶

1983年の岐縫の例会，又､Iiロータリー年度
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で， 286名ということになります。三分の一
期で既に約48％の達成といえば聞こえはよい
のですが，過去の実績を兄ますと，下半期の
増加は過ﾉくな期待はできないこととなります
ので，汕断はできません。因みに申し上げま
すと，過去4年間の1クラブ当たりの年間増
加会員数は，新クラブを除いて,1.83, 0.96,
1.60, 0.21名となっており，不況の影響があ
ることと思いますが，決して芳しい成績では
ありません（国際ロータリーでは3年間減少
を続けて，ついに減員となっています） 。来
年6月30H現在の純増会員数ということに注
意されて－．層のご尽力をお願い申し上げま

す。

次に外祁拡大を含めた会員増を見ますと，
過去4年間に8クラブが誕生して年間平均
157.5名の増加となり， 1クラブ当たりの会
員増も平均1.82名と|句上しております。 これ
は拡大の手段としては，新クラブの結成が一
番よいということを示すものと思われます。
辛い本年庇は，西春日井クラブの野川真一
ミイl., 長野束クラブの木村恕蒋を特別代表にご
委堀して新クラブの結成にご尽力願っており
ます。まだ－，二の動きがございますが，本
年度のみならず，来るべき年度への布禰とい
うこともありますので， ご協力を賜わりたい
と思っております。

四芯ll井クラブのスポンサーにより，来る
12月2211足張巾央ロータリー・クラブが誕生
することとなりました。地区内クラブ数は89
クラブとなり，再びH本岐大（会員数世界岐
大）の地区となります。昨年，大隈直前ガバ
ナーは，地区分割はやがて来る問題としてお
考えになられましたが，本年度は解決された
というIM1題ではありません。私も公式訪問を
通じてお話し申し上げて来ました。ガバナー
にとりましてはﾉ<変蛾の1IWい問題です。 イ''1と
かよい知忠で解決できないものかと思ってお

ります､ （ガバナースレターより）

1983～84年度国際ロータリー第260地区

尾張第一分区IGF開催のお知らせ

と き昭和59年2j]19日 （日）
登録AM9 :20~

AM9 :50

スケジューール開会AM10:00
終了予定PM14:40

と こ ろ 名占屋都ホテル

※参加希望者， 出席義務者はお忘れなきよう
御予定下さい。

◇次回例会（1月101 1)

講演 “社会部は何を兄るか”
州｢i新聞社会祁長谷久光氏

（紹介者秋l l〃i~）

講波 “三河漫才”
北川氏，他2名 （紹介者竹内調･）

◇次々回例会（1月17日）

講演 “遊びと文化”
’ ' ' '1新聞論説委員

’ | '部女子短期大学助教授加藤鎮司氏
（紹介者鈴木(猫)荊~）

私の入会に際して紹介者の余語特別代表が
申されたのは「R.C.はいい団体だよ， しか
し半分大真面目だが一部幼稚な面もある， だ
からといって下らんとしないで碓気愛すべし
の大人の目でみて下さい。その''1によさが琿
解できるように芯ります」
確かにR.C，には， 「綱餓」があり「細
則」があり，又『4waytest』のような規
範もあってR. 1.の指導のもとにキチンとし
た活動をしているのは彌実です。だからとい
ってRtnになって地位が上るとか勲章が庇
えるとか継済上メリットがあるとかは無関係
であります。何か得をしたかを私の感じで手
っ取り早く l i'しますならば， 同じテリ トリー
に何らかの関係を持ちながら令く亦の他人で
幕してきたものが“ヤアヤア”と肩lll]ける友
人になり得た喜こびとでもいいましょうか。
水野前会長にしる加藤次期会長にしろ， その
他先飛同甜後輩の諸兄にしても同じことで，
R.C.というfieldを介して得た私にとって

大切な友人であり財産と| | Iせましよう。それ
ぞれのメンバーがそれぞれのメンバーと友人
であることを互に素直に誇り合える時が来た
ら千種R.C.の和と将来性はゆるぎないもの
となりましょう。
そこからR.C.としての涌気が生まれ諸々

の奉仕涌勤が|皇|然に発生してくるものと信じ
ます．

どうぞお－人お一人の心の!''にmme干巾R
R.C.と刻みつけて頂きますようにお願いIII
し上げます。それでは皆様よいお年を1 1
新年の1 ｣]10口 （火）の例会で又お目にか

かります。

公式訪問に思うこと

－会員増強順調に滑りだす

第260地区奥澤ガバナー

7月11[| ，長野南ロータリー・クラブより
始まった公式訪問も， 9ﾉjの地区年次大会
－それまでに訪問したクラブは41クラブ

を大きな山場として順調にすすみ， あと

10数クラブの訪問を残すまでとなりました。
振り返ってみますと，相当に緊張して夢中で
過して来たような気がします。絡調の高いス
ピーチをむうI]僧は毛頭なく，感じているこ
とをただそのままお話して参りました、はた
してお役に立つことができたかと考えると，
これまたILI崎がありません。唯今はまだ深く

反街する余総さえありませんので，公式訪問
の終了後， もう一度ゆっくり計両苫を拝兇し

て考えてみるつもりであります。

本年度のスケルトン国際ロータリー会長の
テーマにより， どのクラブでも会員増強を年

度の主要E|棟に取り上げていただきました。
10月までの会員増強数をみますと，昨年度末
6月30日呪在より138名の増加であり， 過去
4年間の平均81.5名に較べて，順調なスター
トであるということができます。ガバナーと

してご協ﾉ｣に対して深く感謝申し上げる次第

であります。
地区としての目標は純増5彫でありますの
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