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19名の方々水》11にごI'f労様でした。梼様もロ

ータリーの論活動についてアウトラインはお

わかり頂いたものと思います。いよいよそれ
らの ,jl鷺についての火l雌を考えねばなりませ

ん。実賤がなくては水)11のロータリアンでな
いということになります。ノrl lお渡し致しま
したロータリー~f1限のはじめにI叫つのテス
ト． ロータリーの綱fI'1をおI洸みいただきそれ

ぞれ港えていただきたいと思います。
また我々の会此の街1%(洲･が大会委員長をさ

れたインターカレッジの水泳進了権があった
のですが，家でNHKの放映を兄ておりまし
たところ，アナウンサーが「571nlもこの人公
がｲjわれているが，雌料で命ての人に兄学さ
せた'l1:!j:imlill!|りな ll:で，次代を背負うj'･供述
がそのレースをlILてｲl･御進乖のサインをもら

う，非常に良いji:で本人公は実にいい大会で
した」と言っており，私までも鼻が,聞くなっ

た気が致しました。これが青少年活動であ
り，職巣奉仕であり， ド|:公奉仕である。もし
ここに外|卸の逆手が加わっておられればl.I<II"
f{lへつながるものではないでしょうか。
私見をIIIし｜ ,げたわけですが，今後ともこ

のﾉく会が{慌火に付;i )れることをお祈りする次

鯏でございます。
尚本1_1の]謬定は公.jiのスピーチでございま
したが，チャーターも近い故に脇il＄総会に変

災させていただきます。ビジターの方には大
変ご迷惑をお掛け致しますが，新しいクラブ
の噸とおゆるしいただきたいと思います。で

はこれで私の挨拶に致します。

◇山田前尾張第1分区代理挨拶

この度東ロータリークラブから千穂ロータ
リークラブができました|11:,火変礁しく思う

と同lllfに侍様〃のご尽ﾉJに感謝を致しており

ます。私も13ｲ|前に漁111･雌ロータリークラブ
より独なしました!''ロータリークラブを作っ

た覚えがあります。雌初は24名で平均年齢が
40歳という若いクラブでした。総立当I1＃は特
にチャーターナイトの準術呼大変ご苦労が多
(i, IFと思いますが，職業，年齢，ポジション

◇“それでこそロータリー”

◇出席報告

&ti 26名 IIIIIIiW 22f

111ﾙIiF率84.62%

◇前回 8ﾉ131 1 1 (催【|: lill,'if率) 100%

Makeup

描水ﾗﾊﾞ(9/3港）

◇ビジター紹介9忽

◇誕生日祝福

加藤(,I)大人(9/10)

◇ニコボックス

’'11Ⅱ界､|え前足張鯏1分|><代皿（創立をお祝い

し，始めて訪illlさせて、きましたので),名

111･1"RC松li'i ﾊ･ (投w:おめでとうございま

す)， 名北RC(新クラブ誕岫おめでとうござ
います)，加藤(II:) ,ﾊ.(ﾉく人誕LI ~祝),松li!"l.

（松栄会l撚推大会優勝)． 》尚原荊(58回日本ﾂﾒ：

ノMく泳火会無1#終了）

◇松居幹事報告

1． 本'二i例会終了後|MMIIf総会を1j･いますので

全会liの方にはI"ll会場にお伐り頂きますよ

うお願い致します。

尚，雌)#役典の方にはその俊理'11:会をｲjい

ますのでそのままお蝿りドさい。
2． ノf1 1会興の俳様にお渡し致しましたロー

タリー手帳は， ロータリーの友‘撤務所には

"!|fはなく漁1'il.fIIIIﾉ1のクラブより分けて

いただきました。

◇水野(民)会長挨拶

"41iTIのIPl1会もl l l l ll lii分|><代蝿，名古膣東

RCIEIMI I自前会峰, fi, 'iハ報Cからは元会1&

をしておいでになった松111}さんをはじめ9満

のビジターを迎えられましたこと，ありがと

うございました。特にl ll l llil'i前分区代蝿, ld

側さんは我々の干職クラブ仕掛人でございま

ず-．
II1; l iは新人会ilのための;IWi'ｻ公に州職され

へ
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の連う方々が一つにまとまる'l¥が， ロータリ

ーの良い点ではないかと思っている次第で

す。またロータリークラブとはこのように職
業も立場も色々な事が全部雌う方々が毎週1

回ずつ必ず顔を合わせるという大変ユニーク

な会であると思います~今の' ' '第の, | ,では新幹

線に乗った時，席に重要なill類聯が入ったカ
バンを間いたまま, li'i¥を立つ稗など到底考え

られません。それが隣にロータリーのバッジ
を付けた方が坐っておられますとﾉ<変安心し

て席を立つ事ができます。それはロータリー
のバッジを付けておられる方こそ絶対に私達
の|訓M1を裏切らないと同時に，社会的にも立

派な行･動と奉仕の梢荊|Iを持った方だと思うか

らです。やはり遠い親戚より近いロータリア
ンで，毎週会い， しかも職業も違う人々が同

じロータリーのバッジを付けてい鳥だけで，

一つの目的に向かって進むというこんな業略

しい組織は他には無いと思います。どうかこ
の干祁ロータリークラブが早く ノくき〈なっ

て， 友愛の‘陥を拡げて頂くようお願いしま

す。侍様方のご熱意を感謝すると同時に， ご
発展とご雌康をお祈りします。

/'‘～'.｡’へ･･，．‘一戸‘‘････､－．.･･･へ｡‘.‘･一‘．，．.－'，｡､～･････へ｡､．‘‘一・~ ｡､．ｰ｡."､･･､-,.｡’.ご
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§ 我々のロータリークラブでは， 火lifl iが{ﾀﾘく
り会ですから，前の週の月|服までにMakeup:

《
(して下さい。

j o－ﾀﾘｰｸﾗﾌ飼赦い阿々へ"出張"蝿
{は､』'クラブの蝿:会へ' ' '出され'k,棚を得て下＄
鷺さい｡|'ﾘ公[|が祝祭口になる｣笏介はMakgupi
<の必要はありません．祝祭,1は， それぞれのぎ
i瓜で制定したもので，我々はl l水のそれに随（

ぅっております、 ）－'､､～‘ ・へ ‘･〃・”、シ“､､一一 ゞ ･グー ’－． 、一 ・一 〆→ ･ ゞ－‘ ．＝

一臨時総会議題一

1． 新入会員族補省承認の件

2． 会員贈強の件

3． チャーターナイ ト実ｲ｣.･委11会投慨の件

4． 初代会長杯カップ･のfl;

5． ，認承状伝達式案内状配Aj､及ひ依!|乳の件

◇次回卓話（9月14II)

“私のスポーツについて”

会L1 加藤大豊rl.

◇次々回卓話（9月21[| ）

“臨床雑感”

会員加藤敏昌 71~

－年次大会のごあんない－

■大会日程概要（当クラブ参加I I縄のみ）

9月25日 （±）

・会長・幹事会（名古屋観光ホテル）

9:00受付開始

9:30間会

10:00剛会

・大会本会議(第1日）(名古屋市民会館）

11 :00益録開始展食

12:00前奏開始

12：20全員着席ロ1脱入場

12:30開会宣言 ，i!X fif

国歌「君が代」 RS「本I上の理

想」

12：40物故会員に黙祷

12：45開会のことば

12:50 RI会長代理及び米餐紹介

12:55壹録委員会鴇告

13:00 参加クラブ紹介
13： 15歓迎のことば

13：20 ガバナー挨拶

13:40 RI会長メッセージ

13:55 RI現況報告

14: 10来賓祝辞記念訴業発表祝電披

露

14：35 ロータリー財団奨学生紹介

米山記念奨学生紹介
肯少年交換学唯紹介

ローターアクトクラブ紹介

インターアクトクラブ紹介

14：50体態（アトラクション）

15 : 05 シンポジウム（パネル肘諭会）

17:05 RS「我等の生業」

17: 10点鐘詣事お知らせ

●希望晩餐会（名古屋観光ホテル）
18:00受付開始

18:30開宴

20:00終宴

9月26日 （日）

●大会本会議(第2日）(名古屋市民会館）
9:00壷録開始

9:20全員着席

9：30点 鐘

RS「それでこそロータリー」

9：35開会の挨拶

9:40 '氾念講演城山言郎氏「人間達

の魅力」

10:55信任状資格審査蚕il会栩告

大会決議委員会報告

選挙管理委員会蝿告
11 : 05 ガバナーノミニー紹介

ガバナーノミニー挨拶

11 ： 15表彰年間出職俊秀クラブ

表彰財団寄i了.優秀クラブ

表彰米山功労クラブ

紹介新ポールハリスフェロー

紹介新米山功労者
11 ：45記念品剛呈(RI会長代理）

‘把念品贈呈（直11iガバナー）

11 :55次期年次大会ホストクラブ発表
次期年次大会ホストクラブ代表挨
拶

12: 05 RI会長代理講荷'ド ガバナー挨拶

閉会のことばRS 「さようならロ

ータリアン」

12：30点錐諸事お知らせ

9月27日 （月）
●親睦ゴルフ大会

（名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース）

7:00受付開始

7：30 アウト ・イン同時スタート

14：30パーティ及び表彰式
15: 00終了
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