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◇“我等の生業”

◇出席報告

会員52名州lIif 35fi

出I}if*67.31%

◇前回 2月14FI (修正出ﾙ!i『率) 100%
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西川 li!I良洲．

◇1983～'84年度第260地区尾張第1分区インタ

ーシティゼネラルフオーラム(IGF)報告

鋪一分科公

一会長・幹事・会長エレクト部会一

会長竹内真三君

第1分科公では， ’'11'1分区代理・寓水次期

分区代恥がリーダーに，奥呑ガバナーノミニ

ーがアドバイザーとなられ多くのご意兄，助

言を作聴させていただいた。

テーマとしては，鋪－･に制定案83-124号

テリトリーの調整についてであったが， これ

は先'1J|の公1退部公でも“ロータリアンとして

お瓦いに＃'li l :"であることが話し合われた。
プライベートなl~；.IIIiで他クラブへ移鱗する

という現象の拠乱が起こるとするなら，将来

のIGFのテーマとなるかもしれないがli脚黙

の紳｜協定が‘迩識されることがカギである。

第二に会員増強プロジェクトと後半期計画

についてであるが，尼張第1分区において既

に209箱のj糊強があり熟11クラブも6塙の琳加

で成果を上げている状況となっている。ノド後

も怠識，葱欲の|:IW造がポイントとなるので得

fiiの努ﾉJが〃l侍される。

鰯三にクラブ運営の諸問題であるが客クラ

ブのｵ1I鋤が発災された。
例えば束RCが251!11年!記念で大きなl|:*11:

業を馴.iIIIi, IﾉqRCが30ﾙIj年！記念で1 1本赤I.if

へ300万lIl寄{､1･されるなど，総じてi泄念とな

る年に大きなI|:会 lf紫が成されているので．

今後の､'1クラブの良き参考となる龍が多い缶

その他, 7I1合RCのゴミゼロ運動, ! | 'RC

のi l!圃残研孤児への協力など各RCのクラブ

活動なども充炎された。 'l'国からの制学ﾉ|:'､

の援助なども政治的に刺激がない小規桃な範

囲で行なえるという提案もあった。

makeup

深兇,Ii.(2,/13' l i),浜'二~171.(2/131 | ')．橘本荊(2

/20空港)，加藤(疋)燕(2/15名二|上)，加藤（火）

71･(2/20半ll1),久保川荊･(2/22幾北),黒野洲・

(2/15m1合)，松居調.(2/20空港)，三'li耐I (2/

91ﾉ11),水野(災)", (2/14名火),水1!1:(fI);川・

(2/20空港)，樅野淵.(2/15和合)，鈴木(TI;)jﾊ・

(2/16東南)，鈴木(猟)JI･ (2/9MIIｻｲ), "!j沢7;.

(2/8,FIIffr)

◇ビジター数紹介50窟

◇誕生日祝福

卉藤ハ．(2/26）

◇ニコボックス

水野(災)リI． （来たる3/13, CBC"カラオケ

5孵街" 10 : 15PMより放映， ‘ﾊ:lll(対水野チ

ーノ､で水野チーム優勝しました)，水企11･()t

1III;の胸をかりて一LIﾐ懸命やりました紬果，水

l 1のゴルフ会思いがけず3アンダーで優勝し

てしまいました)，成I 1111.(会iiパッチ忘ｵLま

した， また水｢lのゴルフ会で雌左･ひぅばりま

して)，斉藤満(誕ﾉ~|え祝）

◇三輪幹事報告

1 次l'11例会終了後，蝿覗会を↑j･いますので

"'ji:従幽の方は2F橘の間にお雌さりドい‐

2鰯260地|K尾張【|'央RCの認証状低迷式

(S59.5/6)の案内が来ておりますので参加

希1剃者はTjf務局までおi llしlliドさい。

◇ポール・ハリスフェロー記念メダル授与

へ
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北RCの水野公腿よりリーダーとしてロー

タリー充洋の1 1 1)I<,組織活動についての説II)l

があり，人隈パス|､ガバナーがガバナーlIf代

の88クラブ訪問を実例を交えて名クラブの

ハ吟動の様了･を糀告されたので・ ロータリーを
蝿解するための輿11tな内容として新入会ilと

しての/ｻ後の活動に役立てたいc

又，捨てる男気・ ‘､〕:る執念をもとに， ロー

タリー精神の原点をふまえll寺代に適応した糸ll

縦を展開させるためにも，我々新入会員が蛍

Irを持って実現していくことを提唱された㈲

ロータリアンとしても1 lが渋い新人公ilに

とって内祥職術な洲災を受けることができ’

1 1 1も早く1人歩きできるようクラブ先輩会

員に望むこととして/『後とも,渚先飛の脂導を

賜わりたい。

－ファイアサイドミーティングー

◇乾杯

水野(民)直胸公艮

輔二分科会

ロータリー財団・米山奨学部会－

谷口暢宏君

ロータリー財団の現況として，当クラブは

まだ発足が浅いのでﾉｹ後が期祢される。その

ためにも，新入会iiを命め/t会ilの方が唯ポ
ールに入りポール・ハリスフエローを蛸やし

ていくことが望ましいβ r解を僻た上で， イド

公黄に向勤的にオンするのもひとつの提案と
して出したい。

又現在，財i州f附が1人､I1たり17ドルなの

で70ドルまでにII.5める努〃が加＃される、米

ll l奨‘,jx:金の塊況においても, ! | 1 I I〈|の冊'､ｿ:ﾉ|fを

符クラブili位でおllt,;冊することなどの提案も

なされた。今後の，寄与率向上のために得会
liのロータリー財|､｣･1の深い蠅解と協力がA1縦

となっている~

鯏弓)｝科会

ローターアクト・インターアクト部会一

西川豊長君

テーマ1 ロータリーアクトの現況

（休膝二郎リーダー） イ訓|《|的に兄て，多い地

|><として． 256地|><、 273地|>〈は，弁33のロー
タリーアクトがあるのに対し. 260地I><は]1

にすぎない。満III雌では港クラブのみつで
ある近々1脚．瑞穂. jllli3クラブ合同で拠

咄し． 3月に発足する又ﾂ.IIWRCで作るこ

とになっている ロータリーアクトのU的
は、 ロータリーに対する,IIf返りであり．地ﾉ亡

と帝ｲnfし．将来のロータリーアンを従成する

ことにある。 イ｢令は18才.から28才までのり)α
を問わず， 人'､Y:ｲ|ﾐ'､jを' '1はｲ｢令を問わないR
Cの‘記念l1業としてﾎ,li成するのが蝋ましいと

されている、

テーマ2 インターアクトの現況

(ll l lll昇平リーダー)260地|>〈では10のインタ
ーアクトがある‐尼推地|>〈では名1IT尾クラブ

がYMCAでやっているIIf少ｲI活動の一つ

としてIR要であるから, , 'i少ｲlizli会の|ﾉ11

人は， ロータリーアクト， インターアクl､の

例会に出てほしい。 イ|《令は14才から18才まで

ﾉく'､jを進学前の4'γ:ｲ|も‘ ’ 1本ではi苛校をいう『
ﾘjj'･のみ、 女r~のみ， ｿ)kfl'lj〃の言祁瀬が

ある 淵|多〃llliで・つ|'|Iってほしい‐

テーマ3提唱を疎外しているものは

（川瀬保アドバイザー） ロータリーアクト．

インターアクトがどういうものか知らない人

がいる。まず，即解と．やらねばならぬこと

はやるというｿ1熱が必典である。

節|ノリ>)科公

一新入会員部会一

鈴木正男君

新入会員63名の参加のもとで． まずロータ
リークラブ入会の感想が述べられた‐

へ

／『IIIIのFSMは，成l ll出li'iW蚕ii長のご尽ﾉJ

もあってか，皮間の例会を諸‘孫情で御無沙汰

している会iiも万障くりあわせで，ずいぶん

ご出職頂いた、また、 新人会典の出席もよく

件委員会の話し合いがスムーズに行われ，お

ilWを交えた視II権に・足』4く存の訪れを感じさ

せるほどのﾎllやかな券|〃|《<(でお開きとなっ

例◇た会変更のお知らせ

311 1｢1(4<) ",'j臆東l ･ljRC"Mllﾀl1会の

為、 18；00より名鉄グランド

ホテルにて

3113 I I(-い橘,i,.j<'､) I I IRC gll立総公耐l l

念'1のため2'29， 18：00より

fl , II雌郁ホテルにて

◇次回例会（2月28II)

識演 “仏救維I;ITi"

"_lil l l l l泰､↑ 、↑勝1奄僻兄弘Iﾘj氏

（糾介水野(災）イド）

◇次々回例会（3j1611 ）

識淡 “柔道あれこれ”

会貝大谷剛雄ｲﾄ
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