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承認19駆廷

例会目火曜目12柵
例塞場愛知厚生年金会館

事務局〒似千種鴎呼一丁目4割8号
井上ヒル4FD号
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人類はひ と つ
世界中に友情の橋をかけ
1982～83年度R I全長 ifil ¥

MANKIND ISONE-

BuildBridgesofFriendship

Throughout theWorid
No.34(1982～1983) よう

1上 ノノ
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第34回例会昭和58年4月12日（火）晴へ

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会風47肖出ﾙ'ir 36名

川席率7660%

◇前回 4115 1 1 (修祇III朧率)97.92%

makeup

安藤ﾊ･(4/6fl l介), ;MI Iハw(4/6和合). jmjjルハ･(3

/30漁_|上)，人芥ハ. (4/6fl北), 'll'II:ﾙ!(ハ･ '4,'4M噸

IW),鈴木(, |;)ハ． (4/4''腱港),"･Wl･ (4/11"k
港)， IIl村閥･(4/11束）

◇ビジター紹介2門

◇ニコボックス

ノ<谷瀦“がl1,L&!'淡幽､I1逸しました，又休行
航が光成しました)，松IIi~鞠(4､< I I 1li,iiﾘさせて
Ⅱiきます)，竹|ﾉ1ハ･(う･ライベートのゴルフコ

ンペで催||ﾘﾄしました),'ﾊﾞﾊ土ｲ.|･(粘塒,氾念il),

Fll l l l"(i,'i"!;{｣念祝), 'ml 1 1-ﾊ･ (退会にあた

り，いろいろおl l lr!;If!二なりありがとうござい

ました）

◇松居幹事報告

1. 511121 1 (4<)の〃〔郁旅ij･の出欠のお返'ji:

をまだされていない〃は系急j山絲卜．さい。
2． ロータリー| I水6011:.史(1 11113,5001 11)

とロータリーひ)JI<:4)1号がj,llいていますの

でおl･1『ちりII}りドさい。

3. 4xl l iﾀ'1公終r微． トロント旅iil･l.ff;I)せ

がありますので．参加肴は3F".の|H1にお

蝶!)下さい

4． このたび会iiO)Iml l l閥が一身l ･~の郁介に

より退会さ;||・ることに怠りました。 」'1!11:fE

でも411121 1 i､l･で'更剛されましたので伽,服

ffII'しあげます

◇水野(民)会長挨拶

街f『度の即'ifill:ii帷ぴに各委興公の綱i,i成も

新｛『~の蝿<If公に於て決定され．それぞれのノ

ミニーとして次ｲ|ﾘ世にlhjかって勉強される陳

お噸い致しま･j-､、 RCに於ては特別の11:.l1'iの

ない限り，脂潴された投仙の〃々は抜けられ

ないという文維があり， ご･1IIDI:労様ですがよろ

しくお願い致します。水l 1は少し遅ればせな
がら、縦についてお話しします

II:1I'[爺さんの花の咲く水は桜であり，球の

「さくら」の1111.小'､〕』枝の数科ル:もサークラ

で, l'llW〈の「鯉か窪か｣L災しきﾉ<然」 「花」

も,慨を11Nいあげていますが， これらはヤマザ

クラで， ｜ |水l,',1ｲj.極であるといって盤支えな

いと忠＃)れます。

その知りiは1'f野1 1 1であり，茨城u0Lの桜川~

東〃〔の小金ll:.京都の蝋l l lもl l l桜の称ﾘ『で、

その〃命も災く数面ｲﾄの11I･水も盤ってl,i;りま

す。

他にI'| '|祁ではオオヤマザクラ （ベニヤマ

ザクラ・エゾヤマー'ﾉ鳶クラ）は4jj l､.ｲI]から6

ノlにかけて戸隠l l l, l l光' | 'lili lf湖ill,ﾄ，札'脱の

IIjl l i公|,KIがｲ1満であり， カスミザクラも北海

迦からﾉL州． ！'ﾘl鮮半K1;から! | 'IKIの束,|上部まで

〃ﾊjし．奈良の知足院の|:災がｲl.尚です。

オブ{･シマザクラは花弁が30枚以l ･.で淡紅色

から|' Iに変わり， ‐その雌は|;脱餅の側として1'1il

味よく ｜ |･党に1･1,i:ばれてlIIります､，

仙にヒガ．ンザクラ．マメ･ﾘ獣クラ． タカネザ

クラ．チシマザクラ，チョウジザクラがあ

り， 〃‘)脈によって値まだお花兇のできるとこ

ろもあるかと忠いますので．機会がありまし

たらお出かけ卜．さい。

◇講演

“料亭のマナーあれこれ”

fii松居敬二71.

料i･:の玄|腱|には玄関瀞がいます。そしてお

I4I辨t係りの女‘ﾄﾄが迎えお存様をお祁膣へ御‘構

内致します。玄関からお座仙までの"膣間． こ

れオ・ 「ﾘ)の花道」と心11#て卜．さい”

1 1本料'jfは現在のところ{11といってもｿ)の

雌尚の#|:交場です。食'ji:にかかる場合，双方

へ
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不)Lのl'l!め合せなどのため, 50ｲﾄ以降l lil俵の

ノく|,|:ﾂ断jが続いており． この安定かつ人蜘i'j

化!÷Ikl家的典！蒲となっております

・ﾉﾉ~銀行絲桝I:の問題としては， 金融'l｣

j"U) | 'IIII化．旧際化にともなって企災や燗人

の金ｲ||進好‘迩識の11.liまりで，銀ｲj盗命III:は伸

び悩み側li'lにあり, |KI偵の大敵dl受けは銀ｲj.

にとって大きな負111となっております

l lll,'i保ｲ1．廷よる銀{j絲営のl l辿は依然統く

L)U)とみられ， このjl辿を、窓販・によって

少しでも緩FI Iしたいという銀汀絲桝安定化へ

の典1i,'iでもあります。

/rl' '|の窓販は．腿jUl,fll(､l･IRIIri,地ﾉﾉ"i，政

府保I:11恢の新発依が対策で，その弗唯の取扱

いとハネ返り土のr,(取りとなってお!ノます

.i､l' il,&送りとなった' l 1期国債は水f 1 ･210nか

ら、ディーリングは米ｲIII'には‘だ脆の兇通し

になっており，多様化した噸群ニーズに応え

るためにもI Iﾘﾘl火施がi$たれるところです。
、銀ﾉjによる訂l券災務進出の第．j膿、とし

て′i､l''l '/)窓販は‘迩災深いものを感じます

◇職場訪問 (WJIIWi叩勤・職業イミII"lia)

Nn2古川勝巳ハ ヘラルドグループ

1I1川ll#巳氏ぱへラルドグルーフ(/)' | '核であ

る ノ<11･10年削龍のヘラルド興紫(隊)は' | ! i l

シネラマ会蝕をばじy)としI卿述する j；紫所
15"lﾘT. 従業ul5()科キイj.するヘラルドフ

ーヅの朧史も111･ く． ⅡHFI1 81I:の<illf, i.f粟
」 ， バン， アイスクリームの製造, 11M~′ILiを! | !

心に3偲迭T". 221,1i6lliで25億リルIじり｜げを
も－） ｜ |水へラルドllﾘLIIIII(")はIIHFI I33イドの創
蒐と． その歴史幟興災やフーヅに比べ渋い
が. |%l"'lfjflﾘi4力,｝『， イ'二商70億を超え．へ
ラルドグルーブの''1心的序在である同じく
｜|州:1133(I:創紫の(株)i､f典j雀のベルンは4111i
鮴析しい'|＃代のi､I'i 'Xj.-を仁|脂し， スイス凧

！､f'14 1.~として好‘〃である‐ヘラルドは常に
先恥尚楕神を身に－1ナ側恵とB'l'[折を侍とす
る,"tじめとした5カ条から成る経桝即念
がﾉrl lのへラルドグループ実力をl i l:に'爪す大
きな純となっている父. 111 川為刊'!|j氏を人

'|{U)III1jと仰ぎ。 」喧ﾘ〃3と氏に御i'l,iのl, i.棚を,§
せる恵まれた蝋境於件に加えllj川iな蝋脳と
lljj代の流れ牟鋭く↓と一'める洞察ﾉJ.決断〃!ま
′i､if'')だ腱を典i.1．ける ll{IW150fif． イタリア

jl:|:I II 11から行功勲恥、 II{州I54ｲﾄにけフランス
jI;111 1 '<Iから芸術文化肋噸をそれぞ1! '愛｝i't 笑
鋤が迷う| '｣熟したリル)顔がある。

（‘ﾊ; ilil)

◇次回例会(4)1 191 1 、
I I(!i,ii '.公認会‘汁iに－)いて”
f¥ii 宮尾紘司ハ．

◇次々回例会（4ノ126 1 )
' li,;,f {､雌業排気物に一)いて”
j,',i笹野義春ハ．
'li!;,f "ある蒋肴"), 'iｲﾎ”
f,Li菅原宣彦ハ．

共に「mきます」 「

おもてなしの心をｲl

難く凪ぐ」とI. 、う,通

をこめた災し1，，本

の挨拶!;A･である。

「頂きます」に.iﾔ尼

照応することばが

「ご馳雌さま」であ

るe ｢/rl lは私の為に

げ走っていただき，ま

す」というところか1

るへ

ご’色々と|ｵ･糾'腱めに駈

まことに rl.難うございま

､ら||’たl i l.いロイ､､であ

会IIIiW料jI|!は仙人に迷惑在か1ナず． しかも楽

しい劣州'Kiをかもしながら食l；をすることで

ある さてコースですが．お池し、 ｜吸い物．

刺身, IW;U)物．炊き介せ，焼物．椀嚇11.y)

腕がi'¥迦ですr, l l水料.j'|!はI ILil､緋~|- j'|!と通っ

て．企部11''lのサカナとして作られてある こ

のサカナは「il'W楽」でil'Wの111 jzをするもU)．

これに対してご飯のｲ11f左するものが惣娘で

あるふたものがIIIたll!fば~ 企て始めに介祁

のふたを｣|Xります。食べ終ったらふたI tもと

どおりにする、焼き此'､はりilのすぐi､､の祁かか

ら食べるご飯のおかわI)IJ.一I Iぶん位U）

ご飯*残して棚みますその他色々あ』）ます

がI水糾飢4,)j勿合．啓使い~ -t" jiU)マナーU）

jlL本であく) ． 「隣:の｜げ卜．ろしにも」という, i･

蕊があるI'/:kllです /[ノ 1機1ﾘlに出た 11ik

稚1氾」 1こほ“稗:づかいくからず媚’であり、

それによると。移り稗・うら稗、まよい稗・

よこ稗・濟なま;） 。十 ,､ F)/j､ 〈宵．さぐI)ig:

他5椛緬iIilありますl 1水料 'jfでの応対(/)心

i!罐ひとl 1に! ;.えば， もてなすill'l !ま“爽やか

に”もてなされる側慰“ありがたく”である

と思います~

“国債の窓口販売について､~

会典小林正幸 /；

この411より銀ｲI

一

一

による| |<l l,'iの窓l l販

ｼluが|)'1始されました

これはl11ｲ|{411施fI

された新鋭i｣法によ

り限定'’1ながら． 斜く

付にも,ill券の版,!0が ~

,igM)らオ'たもので．

金融界が窓販'ﾉﾐ｣1Jの愛馴金融界が窓販'ﾉﾐ｣兇の愛馴

〆

〃 』

,'l:/ZMIIして以|f.

5ｲ|奴｜:の機11を粍たもので． 金融史｜ ~｣IIIi1ﾘI

的なI#といえますご

/rl'ilの窓販がI1 11II"だ施されることになった

のか， その‘世獲についてですが, 57(｢IIE(/)l '<|

依発il17兆6「･億． イ｢1班,|<楚ijIM96兆l '｣と，

そU)ii'j化{t段と雌しI. 、ものがあり．低成｣ぐ

時'tに人ってもI 1j家予卵のl膨姫!ま続き、 lll･ 1 1!!1

－2－


