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第16回例会昭和57年12月7日（火）晴
へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

余興40名 llll,'i'j 35"

lll1IIIW*87.50%

◇前回 11ﾉ1301 1 (IIgi lf出l,'if率) 100%

makeup

Wkl l i7-i(11/29*).深兇ｲl.(11/28岐.甲.北). lll l

藤(火)？『(12/'61 l '), 照鎮繩(11/27<]:lil). !､I､!

り):芯(12,/3人阪心斎怖)， ′A:!ﾙ輔.(12/'3港),"

水ｲﾄ(11/24RIff)

◇ビジター紹介2満

◇ニコボックス

加膝（火）ハ． （アジアノ<会で金メタ，ルを取りま

したので). 'i'?lji(II･(うれしいことが一杯あり

ました， スイミンゴスクールの小'､j狸|~が東Jj<

の全l'1大会でl l本'､i:: },i'i新‘氾録を樹立しまし

た）

◇松居幹事報告

1. *I I例会終j'後ｲ|炊総公を開催するj･･定

でしたが次週に変'処させていただきますの

でよろしくお恥い致します。

2． イド末会li家族懇親会のl ll込は水1 1が締切

りですのでまだご返1::のない方は'伽務ﾙ,jま

でお知らせ|､､さい。

3． /rll受i,1-けにてお渡しいたしました! | !に

1.G.Fのご案lﾉ1が入っておりますが､'1"

ラブば余u参〃l|いただきますようお恥いい

たします。 （幾録料8,000m)
‘|: ． ロータリーの友12jj号がきておりますの

でお帰りにお僻もドさい。

◇菅原親睦活動委員長報告

イM<公園家族懇卿公は､'倭員会主催の1賦要

愈行'藤の一つですので観'朧委員会の〃1まもち

ろん，会員の侍様にはご家族お揃いのうえ多

数ご参加いただきますようお願いIIIしあげま

す。
◇古川副会長挨拶

"161' il例会にビジターとして余緋特別'代表

のご出IIifをi!ﾄてIIMけました:''II:ありがとうござ

いました。

／》' 1は公:l遇が|臘床検査のため欠l'i『ですので

私が代ってご挨拶｢;1しあげます。
いよいよil'lj,lとで急がしく先/|fがﾉ~上るという

事でﾙli,瞳というのでしょうか, 12ﾉlのﾉliを聴

いただけ_で心の' '1に急がしさがきたような女（

がいたします患ロータリーでも12ﾉlには次ｲ12

度の剛11:ifilを決定する月になっておりま

す。米ｲli lノlにはガバナー公式訪IIIIがありま

すので魁がしくなりますがよろしくお服い致

します。

Wiliで1-kございますがご挨拶にさせて頂き
ます。

◇講演

“ロータリー財剛留学あれこれ”

公“深見 章ガ{.

私は1972～73ｲ|疫の

ロータリーlll･ |､jl奨学生

としてアメリカのワシ

ントン州シアトルにあ

るワシントンノく‘14にW{

学させていただきまし

た。このロータリー財．

p1の奨学金ilill庇は，い

一

､、寧・

〆

ろいろある奨'､)4金のうちで， もっとも好条件

で， 『i似交通IM'i,授業料，滞ｲぱ'i川、 , '}:1WWII

入代，小旅1j･のための出ﾊj等まで含む，非蝋

に忠まれたものでした。義務としては瀞､j4jWj

間終r後，派.瞳ロータリークラブの地I>〈人公

に出席し，か一つスピーチをするというだけで

す‐私も､'ilif,約7,000ドルをロータリー財

団から船i,l･されました。応募は, III身地のロ
ータリークラゾヘl li I;i'i, ' ;:をlifIIIすることによ

りなされ，進,吟試験により奨､j4/liの茂,勝をIj

えられ, l l<I際ロータリーの水祁が，雌終決定

－1－



樅をもっています。来年5月には， ロータリ

ー卒業生の同窓会も260地区として充足する

予定すす。

はじめてアメリカという国に着いてみて，

その広大さに鰭き， よくもこんな函と戦争な

どしたものだとあきれました。百liMは一兄に

しかず， という諺がありますが， まさにその

とおりだと捕感しました。大'γ:はI上くて災し

いキャンパスをもち， その'i1にホテルのよう

な，地| :11IMf,地下3陪のビルが寮というの

ですから， ｜ |水の大学の寮とは大変な述いが

あるなあと恩ったことでした。私のﾉ<'γ: ｣'k研

はロースクールの建物と寮との征裡のf'll lで

したがシ l l1:|r生i丘を通していろんなことを考

えさせられました。そのうちでも椎ﾎl1主‘雌の

’蹴さにはIil i<らいましたハ言葉②習俘にノミ変

なJrf'1巖労を|､|くうわけですが， それ以上に思,魁，

砿じﾉﾉ．，表｣)』の速いの雄のﾉくきなことに|剛際

FI!解の｣児災の雑かしさを感じました。 l l1際艸

台において， ｜ {本および日本人の発言の機会

が剛えるのは時代の流れとさえもいえます

が， このような流れにうまく乗るには，やは

り拙:L, l l !j代に淵学の経験をもつことが没に1'/:

つといえます。外国語で目分を表現すること

も, iliに旨.j班の能ﾉJを越えて, {' 1Iを主推した

いかがllil雌でないと，結局外国人には''1分を

よく即ilfさせられないということです。外!｣1
で'k浦してみると， ほとんどの人達Im内で

は， いわゆる｣又体制派といわれている人迷）

までが， きわめてナショナリスティックにな

るのは興味深い現象です。外田へ出てみて初

ぬてi' |分がiuj者であるのかがよくわかるよう

になるのです。真の国|環理解のためには， ［｜

))およびl l本が，田曝社会の! | 'でどのような

地位にあるかがよくわかることが出発,INIIだと

思いました。 アメリカ留学生活は，受入体制

もよく樅っており，外国人留学生も比{鮫的快

辿にﾉ<,1':jlil>門に闇111け込んでいけました。

ロータリーⅡｲ･け|による奨学金を， より多く

のI!j'il2カWられ，留学の催会をもたれること

は非'』|↑に{J怠災であり， 財団形成のためにロ

ータリアン”+¥椎の御協力をお願い' i 'しあげ

る次第です=C

◇例会変更

喘卿RC 12j116I 1 (*)

夜間例会のため1811¥より

12ﾉJ301 1 (木）

皮間lyll会のため271 1 (I]) 181 1 1f
より かすが朧

‘､]: | I IRC 12)118H (土）

忘年家族会のため17時45ｹ)より

' | ' RC 1211201 1 (月）

，鷺ｲ|上家族会CL)ため17U345分より

,'將港RC 12月20H (月）

年末家族会のため18時より

12月20H (月）

千種, MIRC合同年末会員・家

族懇親会のため171i¥30分より

ホテルナゴヤキャッスルにて

12月21日 （火）

クリスマス家族会のため17時30

分より 名古屋観光ホテル

1月11[’ （火）

例会場の都合により18時より

霜古屋観光ホテル

12月21H (火）

年末家族公のため181 1 1fより

名古屋サンフ･ラザ

1月4ロ （火）

和合・名東RC合同例会のため

5Ⅱ （水) 1211ｷ30分より

12月2211 （水）

家族忘年恕規会のため24H(jE)

17時30分より

ホテルナゴヤキャッスル

12月29日 （水）

皮間例会のため281i (火) 17時

より 、'た安殿

12月221二’ （水）

,i｢木家族会のため181 1 （_|品） 17

時より

12月22H (水）

忘年家族会のため1711$30分より

12月24[1 (*)

家族忘年懇観会のため1711キより

12月31口 （金）

{ﾀ'1会場部合のため271 I (ﾉ1) 12

時30分より 311｣ (金）は受付

けなし

12月241zi (")

忘年家族会のため221 1 (4<) 17
11330分より

12月31日 （企）

年水のため281 1 （火） 12時30,〕・

より

12月301 1 (/k)

忘年家族会のたy)271 I (j]) 17

ilキより

12月30H (*)

年忘れ家族公のため251 1 (土）

171 1ｷ30#)より

"(RC

名古屋RC

名東RC

へ
衞北RC

刑1frRC

＃jRC

北RC

"RC

へ

束|判RC

|ﾉURC

◇次回例会(12月14II)

卓話“動物愛,淡「日本と|‘<米の視点のHI逆｣”

◇次々会例会（12月211 1）

jI(RC合同年末全曲・家族懇親会のため201 1

（月）ホテルナゴヤキャッスルに変虹）
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