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第2回例会昭和57年8月24日（火）晴
~星

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会典26紺 出席24漁

出勝率92.31％

◇前回 8j]161 1 (修IWIIIIIiW率) 100%

Makeup

杉lll7W(8/20港）

◇ビジター紹介4名

◇ニコボックス

*RCIMlll411. (第1悉日のビジターを,氾念し
て): !l『川芯(8月18IINHK"!!i尾探訪に出
演)，加縢(火)71･('ij氏スポーツ祭射禁にて優
勝)，加膝(敏)/､ド （創立総会雌’1;終了)，杉III
群(''jW総会無11終了),鈴水ハr(創.w総会蝿

リ~1:終r)

◇松居幹事報告

1． 次|[II例会終了後定例蝿'協会を行いますの

で," l『役員の方はお残り~ドさい。
2. 8)121 I I (｣=)ファイアサイドミーティン

グに20"lll職頂き有雌うございました。

3. 9)16 I I (月) ' l'.lﾉ114RC新人会1.ifIWill

会に19橘参加していただくことになりま

した。
4. 9j~125, 261 1"260地|><fi〈次ﾉ<会申込激

人公蔽録 会員22満火人4名

希蝋||児挺公 会員13名夫人10名

ゴルフ人公 会il6fl

◇水野(民)会長挨拶

第21111の例会のごあいさつをIIIし_Lげま

す。昨li644RC"､,先週の金lifI Iには｣上R
cへ↑j･きました。親元や伯父'七へのあいさ

つ，又次の火lifi lには名1111"RCへも行きま

すと1,0()01''lを越した例会llll,'ivになり, ,IIIIか
女(が速くなりそうな気がします。千種RCが

1,0001111のﾉIfをきくときには私も80才'., III1を

か言わんや.／

会長のあいさつは，その季をとらえ，その

時を瀞へ，来訪者への感謝と， ノド| ｜も皆が会

うことができる拝びを‘譜せばよい訳ですが，

新しいRCとなれば何か1つ位はRIのこと

かRCのことを言わねばなりません。

RIの本部はシカゴの近郊のエバンストン

と･高う柿かな{iﾐ宅地の'l !にあり，私もRCに

入って2ｲﾄめに訪ねました。会長の部臆では
その崎｣'･に腰かけさせて願き，各阿の紙幣の

入った棚に500円札しかなかったので，私の

1,0001 11札を入れてきました。 どうなったこ

とでし.l:うか。 ll"I13541ものことです。シカゴ
では先般の佐藤PGのお,;ﾙにもありました雌

初の会の祁臆へ， 75周ｲ|fの人公の時に寄り，

鍵を興ってきました。スイスのジュネーブに
は欧州文A1)があり, [I本でも東京にはll/Iﾐｲﾄか

ら|苫I水支ﾙijが設けられております。

（これらもロータリーの友をお読みになれ

ば全て出ていることです）。

／rI Iのスピーカーはイニシェーションスピ

ーチとl lIしますが，雌初の|]LL紹介のスピー

チです。職粟，座右銘|' I1でも粘幟です。よろ

しくお服い致します。
◇講演

“ｲM､の職業につい

へ

て”

&il

古川勝巳洞．

只ﾉﾄ， ご糾介を受

けましたI I I･川でござ

います。私がこれま

でやって参りました

H: 'lfについて，特にH: 'jfについて，特に

歪

I

蟻ﾆﾆﾕ

外I I<|映llliiの輸入配給のこ

とを' ' '心にお,新しIIIし｜~､げたいと思います。
戦71･が始まった認ｲ|甚のIV州117年に腿ｲj･界

は，統制lly代に入ってきました。邦IIIIiは松

竹，東． i;:,大映(I二I活，新)上映祠，大郁映

画，縦東映IMIi)の三社で製作された映りlliを，

紅，白に分けて各映仙i館に流しておりまし

－1－



を満喫できる

それはそれとしてこれらのI1i々は，お互い

’h:があれば・遮‘死ﾉkの，述命此同体だという

，認識から, 'jj1い辿,l ll:感に紬ばれており，失火

にせよ．食I I ' iliにせよ，その店のあやまちだ

！ナではおさまらず，その責めは駅jiの店すべ

てで負うべきだとの商人としての意識!'i[命も

1j･われているまた企業人であるまえに，社

会人であり．地域社会への樹l:を忘れてはい

1ナないと過去にいろいろと社会11:災をｲj･って

いる，

しかし，地卜．街の|川鼬点もある。帥|州の例
もある|りj災liliであるが，呪〈Eでは,ilf々の安全

設備を’懐え．徹底した↑獅臘システノ､をとって

いる地M2についてもまずその蝋休が破峻さ

れることは号えられず，地|もよりも安企庇が

商いといわれ．一次災'! |fが心I肥されるが， こ

れも501n以内に地上に述絲する通路があるの

で避'雌していただけると思う。

とにかく、地|く街をfil川されるお蒋様がい

つもlﾘlるく，楽しく，安全に、お興物ができ

るようI I I妙チヵ左つづけている
雌後に地ド術の通路ばどういうわけか/I側

imij･である地卜ではII[はﾌ,側，人は右側通

fj･であるが，どこの地ド街を1鵬いても姑どが

/!側通ｲj･である 門:は武l .は刀をさしており

lit!_l11,'1 - ，',/･ ､')/, ; ll111と(") Z l_がiう ,/･/』つ

が’ 」M代U)｣lu l､.街においてはど･）も,f' 11解。

おわかりの〃はご教授願いたい。
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） 一口 ロータリー

〈 ロータリーの会iiになぜ女州はいないので〉
たしょう。 《

> ｢荊撫濡瓢嘘溌獺鮮
?気楽に!;,『合える公合は、男j'･のみの力がとなノ

淫脇ご削撫鯲獅雌、
:両際人公に於て間魎となりましたが．総会にく
くて杏決されました。
〉 しかしロータリーでは.夫人の〃によるとく
息:ころが大きく・できるだけ家族公とかﾉく公呼4
1には同↑';のllllﾙｹを期待しております． 1

〈 ただし．例会への'''席は!認めていないRC
（

iも多く御沁,"riきたい“
名､ご〃､4～夕画､ .‐家シ‘, ー話 ､プヘロ ,－Dq-戸、一.…ｩ.～

市内14RC新入会員講習会

I 1 11If 9116 I I (月) 14600～16:00

場所 ホテルナゴヤキィ,ツスル

2階銀の間

◇次回卓話(81131 1 1 )

“シルクロード雑感”

公興林 淳三 l↑

“膿龍協同組合の概要について”

公園加藤正義ハ。

た

一方i'f仙iは， アメリカ， イギリス、 フラン

スのものは． ｜歌‘ﾄ|;llﾘ&lll liとしてなくなり， ドイ

ツと迎合I I<|以外の少なくなった映II1liを嘘y)て

繰返しlz映されていました。戦後いちl llくプ'、
犬座、国際劇場，太陽館． メトロ劇場ミ リ

オン座，アロハ刺以． ステート応、キネマ公

館の腹興建設を〃か入れましたそり)"lll{ill

30ｲ1代をピークに映lll1i館の数も減少の一途非

たどりましたが， 33ｲ|;ヘラルド峡lllil*!"W:

し，水ﾄ|:も東乃〔に移しました

その後「ｵ)んばくiliW'･_| 「地ド案のメロデ

ィー」等のヒシ|､が統き、 11HWI50イト‐エ弓･ニ

エル夫人」のﾉ<ヒットにめぐまれましナ・ し

力.し．その縫映lllli雌龍はテレビの出現と． レ

ジャーU)多様化1こよ‘）ド降線をたどり. l11”）

流れに対応するブy)テレビ会ﾄ|:への映IIIII(/)l!1

供， ビデオ, 16: !) lij&l'l'i，キャラクター． レ

コード，川版呼， ｜|ﾘ&lilliを収りまくいろいろの

{| : ll:を多町的に進y)ております、 Ii,1術仙Mii

Iこよる「|櫛純物1IA･」は公U|1にliﾘけて側I'|; !II
で．黒沢"IWk･Ifの「デルス・ウザーラ」オ~ソ
連と合作し~ アカデミーItを収りましたそ

(/)仙フランシス。コツ爺､ラのｰ地献じ)黙,I$

線」も製作とl肥給オいたしました‐

・呪在この''水へラルドか''1心に側述j'･会社
が11ド|:‐．罰いますポウリンケルル． 、－ラ一
人ｹ ｜･｣坊， 虻化孜′↑:． ノ ーースクフノ.、 ~U1

他ベルヘラルドとして{『典｣'"の製造, ll11" ,1曙．
レストラン，喫茶l,li . インストアベーカリー
聯のヘラルドフーゾを経潤しております‐

ご肺聴ありがとうございました。

三二

“地ド街あれこれ”

鍵
'f¥il－Zベーー

浜口龍男 ハ．

わがIKI初の水絡的

な地卜．街として橘III 一

雌地ド街サンロード ー

富
が州猫して25年にな

る動

牒では“万のl､.”

にﾀﾋ活があるというが，一児Fが!;,liまってど

うにもならぬかに兄える!, ,jli'iでも ・イiによっ

て． ハ斤路を|)'1くことができることである， 穐

"(liiも交通‘隈故多碓地'|冊で地上での､IAIIIi的な

碓腱が付き詰り， ‐､雌も 』進もｲrかないli,)III I

で「!'〔は地上，人は地|､．」とh斥路が|淵かれた

のだから．地ド街こそ， まさにその一イ,､にた

とえてよかろう。いまや街駅前はユニモー

ル，テルミナ， メイチカー僻街，サンL1-ド

などが綱の|_|のようにのび， これと地|､汕絡

しているﾙIj辺ビルの地卜商店街も含めると，

その店舗数はざっと700， ここを行き交う人

は'1に100万， しかもいつも“歩行者尺II1"

へ
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