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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウf ljアムE~ スヶルI､ン

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo 30(1983～l98'l)

第74回例会昭和59年1月31日（火）雪
へ

◇‘‘我等の生業”

◇出席報告

会幽52fl illl,'iF 41"

lli l,!iW率78.85%

◇前回 1 j]2411 (修正出席率) 100%

111akellp

深兇~ﾊ.(1/264(I#j), lWl.(1/25WIIfT),林{;･(1

/24f1 , 1 1~膿), 久保川#1･(1/264(IW), 輪ハ･(1

/24f111･ )f), 'I;fl"l.(1/27北), 1<111:(lil)イド(1

/24",',1f), イ<!If(fM)li(1/26束耐), 新災ハ．

(1/26LII| ､|'j), WiIM1:"(1/25和合), 'l',l}:lﾙ〔ハ. (1/

20北)、鈴水<ll:)II･(1/25FI1n), 7fl i /i.(1/26

1I(Ifi). -f!;ルハ.(1/23! | ')、鵬刺71･(1/28 ､]:III)

◇ビジター紹介5満

◇誕生日祝福

)<M!j:ﾉく人(2'4)

◇ニコボックス

イ<野（災）ハ．(東海TVで271 1にカーリング始

球｣･tヒタリと入りました). ･a:原ｲ#(ロング上．

－チ， メリッサ・ ミラー嬢を同伴できて）

◇三輪幹事報告

1 4N1 1"'1会終r後,"11:役li会を↑j･います

り)で、 、lW1崎腱uのﾉﾉは2FI筒のlil1にお雌り

｜､.さい。

2． 次''1|例会終了後，新人会此の方にロータ

リー'h'i柵姿此'過よりお!謡しがありますの

で． il l l,'i!『す為よう連絡のあったﾉﾉ・はお残り

ドさい。

3． 第275地|>〈束〃(四1"RCの認証状陞連式

(S59.4/3)の窒内が来ております-．参加

繭蝸荷ば ji務伽)までお巾し出下さい、

4. "263"Iえﾉくi'i llliRCの年次ﾉ<公(S

59．47）の窯内が来ております~参加希削

荷は'II務I,jまでお'l iしill トーさい‐

5． 鰯269地|><典|ffRCの認証状陸述式(S

59．4/21）の‘蕊内が>|くております。参加希
馴桝は11務AijまでおII{し出卜・さい。

◇林国際奉仕委員長報告

去る1月26日．尾張第一・分|Xilil際泰｛| ;zli

j造会談がありましたので御齪告いたします。

／rｲ｢のIXl際年次大会は6月31 1より6 1 Iまで

イギリス・バーミンガムで洲催されますので

杵様”多数参jl lをお願いします又会議の! | '

で＃| :&i;"l-K1よりの留学'kへのロータリー催

1lbが0;,§し合われましたが, l'l!々のl lll雌点も~腿

！|辿さ》l l,ノド後のlilWEIMI↓鼬となりました。

◇海外ゲスト紹介（背I;(ハ･）

アメリカから在l･l ! | 'のメリッサ・ ミラー娘

をご細介します。サザンセロライナの火'､j4:を

卒礎さ'iL, 早稲lil大学で1 ，年勉'､;4.〃氏物納

までお‘淡みになる才媛です。し砿らく典が家

に;ホームステイされますのでお‘;＃しになりた

いﾉﾉは女i軽においで~ドさ（’

◇竹内会長挨拶

R. 1 .会長が直接満ili膝を訪れるというこ

とば，木曽有のことだそうですが，先週は

R. 1 .スケルトン会長御ﾉと安がf1 , 'ik;R.C.

を訪問され，第3ゾーンにli蝿しますR.C.の

功労荷，役職省約200名が参災しましてﾉ,i食

公がMHかれましたので，そちらへ川li'i'jし､'↑「．

l' liR.C.の"'l公は火l,'iFしl l 'しオ)けなく魁うて

います。

スケルトン会長はフィリピン、 II4<, ':*ll<|

と!;"lillの途! | ',特に東京の次に筒1II雌への肋

間を附・蝋されたのだそうであります≦

iI11いますと， ｜蕊めてハードなスケジュール

での御旅irにも係らず会艮御大妾にぱおﾉﾋ女〔

そうで、又英顔を絶やされず、ホストクラブ

の御ハ:労もありましたが，腱食会ば撚公抑に

終始いたしました~ R、 1 .会長の挨拶の! | 1か

ら2， 3御紹介したいと思います、 j'じず

ShareRotaryということ， これはかねがね

II1されているごとく， ロータリーの桁i'l '即念

をl l l:の! | 'に少しでも広く理解さるべく努力し

~

－1－



なければならないしかし蠅腓を広めるため

にば．その琿念精神を広めようというRtnが

1人でも多く存在することが火切で． それが

恥党するに会員増強の|川魎となってくる．若

し1名のRtnが1端の新公iiを･li"jできたな

らば，忽ち会旦は倍峨ll1来るわ!ナである，ど

うか各人得人の問題として公乢琳強には‘懲を

川いて頭きたいとのことでした第2‘‘1,1に財

｜､j･|活動には活発に動いて砿いて蝶!洲してい

る ‘だ際種々の活動にはどうしても資金が必

要であるので，祷様の膵怠の賜物をn効に活

川していきたい，例えば財|､｣1 IW'):: 'I｣ば只今

1， 154儲で． それら交換制'､樅'|;が@ lくむ及惜と

lll且叩解が､ﾄ和への大きな礎となることは明

らかである。鰯3点は雁統襲'塊を簡略化し，

か一)又R. I .本部の機椛も'liﾓくして絲fiiの節

j,i!に努めている‐人蚊分jl!金をここ数年は

upせずともよいように弊〃している． と強

！淵さオました。

l''lオにしてもR.C.の涌'|'|北のためにIま新

人灸Li(/)推噛，特に苫ｲ|会働の贈強が特に望

まれると強‘淵されました又． ノと人(ま公圃夫

人(/)|ﾉ1肋の功を強‘淵されましナ．

211f間足らずのmeetingではありました

が, R.C.というfieldで(/)交倣はIHきも新

しきも肌の述いも,獣識されず， ‘｢||やかに終始

いたしましたへ

故y)てスケルトン公1とのスピーチを肉j;fで

|! !lって． 、｢采文1 lfでのみメッセージに推して

いましたけれども． ・段と公災の怠のあると

ころがlljjらかになったようで〃k(が川て参っ

た次第であります

◇講演

“ロサンゼルス。 1 リンヒ､ソク'’、､ロサンゼルス・

でIま猟湖雛だけであったものが徒に少ｲI叩1lも

rry)26師にも及んだが．女j'･は側戦もI;'|≦され

なかったと【記されている。ギリシ･1~の地形を

Ⅸ映し． 半!;&の1IIW,海漉， ハ&々に,1l，(ｲﾋし都
I I1II<|家を形成していたギリシャ災族は， ノiい

に通↓とくのll東通が-l ･分でなくイトいが多かった。

しかし. rl2リスを形成していたギリシャ氏族

は唯．ペルシャなどの外敵の催人に対･して

！よ'酬族的典感（汎ギリシャ梢‘ll )をもってお

り． その精神がこのオリンピア雛技を咄むこ

ととなった、 1吋代オリンピア競技の特色は・

統技U)神'嬰視・出場盗絡の厳j必⑭勝,ﾄl1荷の英

雄脱といｵ)れたが，政治的棚樅がローマに移

るに一〕れ雌族的．宗教的’獣識も抑オ、 i'iNII的

支l!iもばくなり，ついに紀ﾉじ3944Iの災教禁
’'1合により廃止さオLた。近代オリンピックは
1894{li6XI231]フランス人のヒエール。 ド・

クーベルタンの提'1Ⅱにより、パリノ<'jz:ソルポ

ンヌI;IW唯において．先進1Mの知満人．教青

家．体が関係者を招集して|淵かれた公,護によ

り満賜・致で決議された刷際総合競技ﾉ<会で

ある 1896年第1 1ulオリンヒックヰギリシャ

U)アテネで開催してから'rｲ|は卵23I1IIロサン

ゼルス人公である。オリンピック大会で硬要
なことは「勝つことでなく参加することであ
るlとのペンシルベニア, ,1磯の尚，刑よ, 1908

イ'4の卵4111lロンドンノ<公のh! i.であるが、火

は1932ｲ|:の第101'｣lロサンゼルスノ<公の逃阿:､1･

に掲げﾉ>れてから一般化している この思い

III多当50IMijのロサンゼルスノく会陸上での

l櫛郁忠|4 ( 壹段とび) . 水泳では桝崎吹三
(100ml'I I I 1形) .北ﾄ､i久必雌(1500ml]I I I

形) , IIII川Ili -_ (100m肯泳） 、 鶴l l l"ij

(200m,|'泳）が金メダル，ベルリン大会で

「|jill;l l l爪1腱れ」の前側||秀l.･さんは200m,|え泳
(). lの>fで銀メダル， この11塊オ! il｣'脳する人

は少ない．サラエボで黒汁が5()()m勝一>か．

そして711の輿季入会， 焦辿のl l lド城．マラ

ソンの獺111 億増11lは佐々木は水､'i IEIMiてる")

か． レスリングば女:"~バレーはｲ〈泳'@lifU)R

↑膜． さらに地ﾉ亡｢'1京人‘,i4U),1研侭(/)ﾉj派に期
ijj･しよう

◇次回例会（2ﾉj7B)

,i!W油 “グアム,I:28{|:U)サバイバル'|:1,,''

′い,啼､ﾄI諭家 横井庄一氏

（細介加膝（ﾉ<）ハ･）

◇次々回例会（2月14L1)

,i伽汕 “芝l苫あれこれ”

父優たかくしげこさん

紹介芥l lハ･）

◇例会変更のお知らせ

211 131 1 (il)"111.gl l 1RC I2IIIIIﾀﾘ公の為

′｢後6昨より水脚路にて

へ

ffil 菅原宣彦 ／『

1896ｲ卜に第1 111I近代

オリンヒ．ツクはギ' lシ

,1,U)アテネで|淵催され

たc近代オリンピック

臆その駅貞をI11代オリ

ンピア雌技Iこ結び一'け

ることができるギリ

シ十」上祁に． !『と盤にお

へ

辰了
凸、

おわｲLているバルカン地〃雌IWjilf、 2,919m

U)･#･ リンパ'スl l lがある，ギリシィ~ i'l l ,;Ifでばゼ

1ンスをはじめl l l 代のIIII々がIルザかまえたこと

になっており，ギリシ十雌族!まil ll々をオリン

パスl l iに祀り． オリンピア1411i!(-js(､て技を

蝿った、 オリンピア!まビテfア． ネメア． イ

ストミアといわれたギリシャ4大祭典競技の

~‐)で． 4ｲ|§ごとに附かれ、純粋なギリシャ

|' l 1 1 1災のみが参加した紀ﾉじlli776iliから紀

ﾉじ394年までその回数ほ293111にも及び10ift

紀IIMをこえるﾉく公とな-)た ltじめの13IIIIま

－2－


