
THEROTARYCLUBOFNAGOYA-CHIKUSA

言置屋手種ロータリークラブ

承認1198W

艤畿蝋詣
蕾務局〒ｲM千圃馳『F-毫訂副翻8号

井上ビル4F'国号
IE1763-別|10

会長水野民也

で,（竜 回
WEEKLY

〆

~~
~

人類はひ と つ
世界中に友情の橋をかけよう
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第26回例会昭和58年2月15日（火）

◇“我等の生業”

◇出席報告

余興48名出朧26輯

IIIMF率54.17%

◇前回 2月8日（修'Eilll'i';率)97.87%

1nakeup

,'il l l ;#(2/9和合),jII｣">ﾊ･ (2/9和合),加藤
（敏)ガI．(2/311Li),河合洲.(2/9塙北),菊池君(2
／7火)，照野沿･ (2/10珊聴),杉1 1 1"(2/10瑞
穂)，鈴木（正）君（2/10端,鯉)，寺澤君（2/7
瑞穂)，都築識(2/9RI合), 1 1 1村涌.(2/12守III)

◇ビジター紹介4塩

◇誕生日祝福

浜I 1満･(2/21)

◇ニコボックス

安藤諭(本日卓話させて弧きます)，菊池君
（連続でホームクラブ欠IIIWしましたので),浜
l~111.(誕LI4祝),西川訓･(拠/IAﾙd)

◇三輪副幹事報告

1． 1.G．Fに出席された〃々，御許労様で

したc>kl i, ;nl｣M_l.より靴告がございます。
2． 次IJ例会終了後, MI!,;；公を行いますので

阿雛:：没員の方々はお残り~ドさい。
3． ロータリーの友2ﾉjザがﾙllいていますの
でお持ち’帰り下さい。

4． 新入会員講習会を3ノl l I I (例会終了
後）に行いますので，前|111の!;＃習会に欠席
されたﾉﾌと新入公uの方々は御出席下さ
いc

◇新入会員紹介

晴
へ

氏 淌 矢野勝久 ラバ

生ｲIJ] I二I 大正9年6月19II

yf業所 名城大学

天白区犬白IIIj･大字八事字裏山

69－49

地 位 学長

’'1 宅 千種区繰LMIIIj.2-1.-12

批噛者 水野民也

］朏菜分数 私立大学

委典会 親l朧添助

◇水野(民)会長挨拶

"261可の例会が開会出来ますことを朧く感

謝IIIし上げます。

2月11RにI.G.Fがfj･われ20急の会員の

IIIji'iVがあり，御苫労さまでした。
1 .G.FについてはIIIﾙ!ifした>行ll.IX_↑より報

｛Irをお願い致しますが， ノトまでにないQ&A

式でまるで試験を受けているような緊張した

"IM女(のI-|｣で進ｲ』し，非常に良い会合であっ

たと思います。又誰演もRCの本質をついた

meismとyouismと云うテーマの話で仲

々ためになりました。

雌近の暗いニュースをきいておりますと勝

1 1 1の犯汀も，女医殺人の主人も，銀行の調査

役の問題も， もう少しyouismの考えがあ

れば，そんな斑にならずに済んだでしょう
し, Inl際l&lの間魍についても1;|1手の立場を考

えれば戦争にもならず， オイルショックも起

らず，平和になる串:でしょう。

我々ロータリアンも国際|開jの難民，飢餓の

間越，又，ゴミ零等についてもyouisrnの

考えを大切にすれば解決するのではないかと

思いました。

この201_1にはLionsの応援もあります

が，平和公園でジョギング大会が行われま

す。もし時間がありましたら兄に来て~ﾄさ

い。

へ
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以上をもちまして会長の挨拶と致します。
◇講演

"1.G.F報告”

会幽石田耕嗣暦

易業務を日的とした

合弁会社を侍ってお
り，お互いのスター

トは小規模でありま

したが， 当社の共存

共栄の精神と和互の
感謝の,と､で働く鶚の

雄透で発展し，韓l｣1

賓言￥
詮珂嘩、

去る2月111 1ホテ

ル・ナゴヤキャッス

ルに於いて, "! l!厘

和合ロータリークラ

ブのホストにより，

'k!II膿I|J･内14クラブ

知多地Ⅸ5クラブ，

『;|･19クラブから300

窩余の参加があり．梼余の参加があり，

~~

罐

では業界3位の企災となり従輝iも150猫で
､'1ﾄl:との11ﾇﾘ|商品も松茸，銀杏'聯腱雌物へも
進川しております ~

ソウルロータリー会"である服!|世払氏(Jae

HongChoi)との交流も私の商ﾄ|勤務時代か
ら16ｲI間経過しており，おlilいの家族同志(グ
ルミ）の「ふれあい」でi,lll l1との窓I Iとして

次llt代迄発展するものと確｛;.しております。
韓国政府1ま1988年迄にG.N.Pを1.000ig

ドルに引き上げ. OECD加服を果たして先

進II1の仲間入りを目指す絲済政鯛や．制度，
雌業隣造の先進同咽への改i'#を惟進する一

",2,000年代にli'lけた長期I汁lll'iの樹17:, 1986
イ|皇迄に輸入ILi l l l化卒を先進I I<111にリ|き_l二げ．

為枠と盗本のILl l l l化を進め, /ﾄｲﾄは1;|｣"'6物価
|"1'.*3.4%,絲済成長*7.5%, }要殺物|'｜
給率94.8％の実現に努める政Mﾘ:発炎をしてお

ります（2月1日）。

会員の皆様で御川の折には仙'I ｡(を側く所.序
であり, Part2以降，台沈紫IrI｣#(P.S.T
sai) . ' I1I副長春IIj ( IH新京）傾按(T.A.L
ai) . 奔港陳久光(Y.K・Chan) . マレーシ

ア顔童作(Lawrence・Gan) . シンガポー
ルChuan.Huat, スイスRogea.H.Jacot-G

ullarmod,西ドイツRobert.Marxなど潴
氏とのふれあいをお‘活しする1･定ですが，各
氏｣聯同の罷載弘氏との交流と同じ様に将来
への友情淳が私の会ﾄl:のlll･j暇とぢえてﾙI｛りま
す。

◇第4回ゴルフ会成績(2/4，愛ｸJIC.Cにて）
R NAME O I GHcpNET

優勝成lll 良論47 50 97 28 69

2位、｣l 緋嗣52 43 95 21 74

3位久保 l 11illi 41 46 87 13 74

4位菊池昭ﾉE 46 48 94 17 77

5位樋l11 勝-46 44 90 13 77

B.B"l,if敬二46 48 94 10 84

（参加者12台）
◇次回例会（2月221 1 )

｜ﾎ話“雌近の景気雑感”

会典河合美雄ハ。

！'〔話“抗'|~物質創成期”
公 ．u水野民也 一ﾊ・

◇次々回例会（3月1 1-1)

III"･@歯科の材料”

会此三輪康ハ．
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第260地区尼張輔1洲>〈

の1 .G.Fが鴨大に開催されました、

先ずﾉ|:1)11011＃にﾎI I羽分区代理の点鎌に始ま

り．関係者の〃々の挨拶があり． その後「ミ

ー・イズムからユー・イズムへ」－娠{|:の眼

点を"号えると越しまして．磁師に広瀬・郎

氏（來虫新聞・論説主幹）をお迎えし、 ルキ洲
,i,W波が〃われました‐氏によれば， ミー・イ

ズムとは, I'l )j水位．すなわち「私」優先の
1j･肋をとる，伽:である。アメリカに於てはベト

ナムiiMI･をきっかけとして「ミー・イズム」
のﾄ|:公になってきており， これがエスカレー

｜､すれば、やがて崩峻の道を辿る'1i:になるで

あろう又塊ｲI; 1 1本に於てもこのアメリカの

後を迫って，危険なﾄ'二会へ進む兆雌が兄えて
いる~ ここで我々が考えなければならないの

は， 「ミー・イズム」と反対の「ユー・イズ

ム」である 「ユー・イズム」とはあくまで

「あなた」 ．すなわち柧手の立場を即解して

WIfの為にｲj･動する龍である。胴予とば家族
であり, k人．隣人． さらに#|会全般であ

る。この「ユー・イズム」の精神はロータリ

ーの[l隙であるj副lの糀神であり．我々はノド

こそ， この「ユー・イズム」を考えなければ

ならないのではないでしつうか。

/l:俵の何,|〈公,龍は19RC会腱, 'lifji:さん総
勢38稀がステージの特別席にご盗瑚riき、 11II

しボタン'ilj光衣,J〈装侭を利用したパネルディ
スカッション方式でｲ『われ，北野パストガバ

ナーのI膝妙な!『｣会により次々と質問が出され
ました

閥1篭蝋溌 ｜
"海外との典仔共栄Partl"

会u安藤鑛之助君

、1仲|:では色々な'11との斑易をしており，擬

全ある都度細介する予定でありますので， ノド

IIIIはPartlとして満I11･屋市より1 IIIFIIII､|らで

イ!'『く'lifl l<|との「ふれあい」を紹介します。
現ｲ|(澗級仏峨川F彫り彫刻品の製造ﾉｾび間
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