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第40回例会昭和58年5月31日（火）曇
~二

に刊ij･したもので． スポンサーの3分の1繩

の方々が凸迩【)でございます‐当時をふり返
ると〔|水腫III貨liliU)火災, "11"鐘に火災糀知

隙を518蛙‘没iﾊ}されたことなどがあります。

「地塵・柵・火 ji: ･親父」などと.,:i.われて

おりますが，火11:については心がかひと一）

でlyjご､ji:のでき為ｲ吟くの人災でありまし'：

う。火に対しての心ﾄﾙえをu‘理から券蝶し，
13:000余の'.I!から進ばれたもので，非常に! ;.

い易い「I調になっております←いろIまの(い）

は色と食い気は八かでやめて火のﾊ1心は｜ ~・

分，呼楽しく火災j諺|ｿjが'､j::べそうです。家肢

の杵さん又会#|:のﾉﾉ々にも迩低あらんことを

祈っております。

◇講演

“出版界の現状”

会員谷口暢宏 ノl.

出版も軽・伽。蝿・

織
小のI1キ代にlli版界のI1'ド

イドの光_|苫商は1兆5.438

･"| [1,対前年比4.3qj

イドのｼI6_|Z間は1兆5,438

"| [1,対前年比4.3qj

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

fii 47病出IIW 34f;

llli,'ir率72.34%

◇前回 5月241 1 (1:, IWII),'i';*) 100%

Inakellp

安藤ｲﾔ(5/251糊)．加藤(敏）ハ(5/26瑞穂)．加

藤(保);ﾊﾞ(5/28守l ll)、 !"!j:ハ.(5/26瑞穂),久
lllll ll"(5/27北),水野(fl)-{i.(5/30空港),成

l ll {!･(5/20港). lﾉﾛ川ハ.(5/26束ﾙｲ), 溌野僻(5

／251､櫛)，杉i l 1-ll. (5/19瑞穂),鈴木([|1)11.(5/

16空港)，鵜飼ハ．(5/26瑞聴）

◇ビジター紹介2病

◇誕生日祝福

黒菰-11.(6/1)，小林犬人(6/4）

◇ニコボックス

*RCガバナーエイドl l l l ll厳男群（御無沙

汰致しました), 7$1 l il.(4x1 1卓話させて喚き

ます)，佐野"(NHKMI}人1,1科6月に出放し

ます)， ‐､¥澤湘． （水I I 1li1;,fさせて頂きます),
kI I II (5月ゴルフ会俊勝しました),水1Mi:

(Lt) {:.(4xl lカルタをIwILlらせて頂きます), "l 1

藤（係） ラ間･(I IJ内RCI繩維ﾉく会で優勝しまし

た)， イく野(賀)満("2IIII麻龍会を終わらせて
］間きました)，鈴木(航）ハ.(I',j:44年金会館のP

Rさせて頂きました)、黙須蘭（誕生祝)，小

林ハ･(夫人誕''二祝）

◇松居幹事報告

1. *1-1例会終r後, jmll･j；公をｲj･いますので

ﾉｹｲ|晶度・次年度のjM|! 'ji:, 1"iの方々はお残

りドさいc

◇水野(民)会長挨拶

"401ulの例会が東RCガバナーエイドl l 1 1ll"

男群を迎え，開会できます'jfを感謝します‐
*n,皆さんにお配りしたカルタは昭和8ｲ|ミ

一

の伸びであった。しか

し洲籍は57ｲ|《のl11版,'l,i

数41,334点で前ｲ|: 北み

ではあるが, 1it｡ l ll:版

一口､､

点数ば前年を大きく.!l;りった今これはロングセ

ラーの光行き不振と．断旧lに依存する|||版界

の体質がくっきりあらわれたといえよう、

こうした【'1で， 12ｲ｢ぶりにミニオンセラー

が4点生まれた。 「プロ野球を10倍楽しくl,l

る方法」， 「悠臓の飽食」， 「窓ぎわのトッ
トちゃん」， 「戴くばりのすすめ」だが，い

ずれもノンフィクションであることと共に、

TV鯵を通じて身近な替者のキャラクターが

読者に受け入れられたといえよう。全IKi的に

いえることは．洸む水から兄る木へ，知･朧に

－1－



,昨えるも(/)からフィーリングに碑えるもの

へ，隈い内奔から軽い内容へと流れが強ま

り，出版界も「軽薄短小」の時代に入ったと
いえる。

進むビジュアル化一雑誌は創刊『芯が机変

らずラッシュで182誌しかし褒膿に体'1

，誰も1151芯と浮沈が激しいが， 「プレイボー

イ」などヤングlil｣のもの． クルマ誌． ゴルフ

I芯がﾉ<I陥な伸びを示しているのに対して，出

ﾉ|数の減少と湘曲の低迷から, Iﾘ親の災搾え

があって．小'､)ｷﾉ|~:の学ｲﾄ誌が低調である‐総

じていえることは， 「フォーカス」の踏災的

な｛ll'峰ふりがﾝ｣ﾐすように視覚化が進み，柵‘了：

も人ﾉW!となって軽,ifill:を楽しむ流れとなって

きた 1 1I:111淡界も|if版で定価販允が守られて

いるものの．低マージン，誰者志Inlの変化．

企ll1liの貧|ｲjなど． 龍界にとって問魑は多く．

燗'州的で魅ﾉJある,l}:店づくりはなかなか|ｲj雌

な現状となっている

“動物とヒト(動物'､jを的人間像)”

&li寺澤竹三郎肘

ヒトは動物､jとからは

〈)聯にあえいでいる一方．偉ﾉくな脳が,蒜発
し~ “刺俄”を求め， また“刺戦”につかれ

た人間の姿を兄る。
文化を持つ人間が，動物の一睡の厳場から

｜'|然の在り〃を考え， 「飼育された人間′k
ハf」あるいは「人間動物|制」から脱却し，
典の人間らしい'|ﾐき方をしなIﾅればならな
い｡

◇国際ロータリー第260地区協議会開催案内
日時 1IHI;l l58年6月19日(11)

薪録 9530~10:00

本会I" 10 00～15630

場所間,1,.jfIIJ公会堂1F及び4F

参加者

1 次期クラブ会長 竹田真三
2． 次期クラブ枠jl: 三輪 康

3． 次期クラブ奉仕副委且長石田耕嗣

次期会員増強委員長 鈴木 猛

4． 次期職難奉仕副委貝長小林正幸
5． 次期#|:公奉仕委員長 菊池昭元

6. 11i少ｲ|奉仕委貝長 西川豊長

7． 次期l 111簾泰{t委典長 林 淳三

◇第7回ゴルフ会成績（5/26,葛城CCにて）

R NAME O I GIIcpNET

"l1# ノ<l l 弘ﾎ| 1 47 55 102 30 72

21'): 'I''1:ljj1 1.f彦46 50 96 17 79

3位松1, ' l 敬~. 43 47 90 10 8()

4位鈴木 ！”1 47 52 99 18 81

5位秋III 戊川48 49 97 16 81

BB II I膝火畷64 50 114 26 88

（参加背8門）

◇例会変更のお知らせ

6ノ1131 1 (Ij )あまRC創立‘記念例会の為
名鉄グランドホテルにて

午後6時より

611181 1 ( I) '､]: I IIRC FSMの為，企賜
雛(祇島店)にて午後511＃よI)

6jj20I I (月）あまRC地lX協議会分ii"
加の為6/19'|前1011fより

◇次回例会（6ノ171 1 .)

リIi1;＃ “|ｸ執〔品談議”

',li 都築勝彦71.

1I(,i,f "氷について”

公側鵜飼一男XI.

◇次々回例会（6月14i l)

’|〔‘活“呉llliの変遷”

（株)ばていや取締隆ﾄI長猪飼誉之氏
（細介者 1I1村誠二/↑）

へ

'l li乳蹴． ．､脳をl l .顛人

砿上ﾄ:|･，ただ・つの繩

ホモ． ．'ナビエンスに胴

する約1｡300〃～

1,500〃イli liilジャング

ルにいた猿のようなヒ

トがサバンナに||'て狩

り在f｢い，特に約200りを〃い，特に約200万ｲﾄ前よりの進展によ

りノド'1の文化を排つ人間が誕'tした、

動物､j::から人間と動物と異る ･ ll'i"1 ) {*

ﾉくなf,滞なIINをl.#･-). 2)裸の動物. 3) 'f

つ． 雁を使う， 4）一年il 'セックスをする，

5）強〃な． 大きな群れ．なわばりをつく

り．組織化されたﾄ|:公をつくる等である

勤物は食物述錨により'k存し、限られた地

域で'k命の維排と繩の保存に努めている

人のij･動は端野を旅し，狩りをし、食物を

lil:X. またなわばり意識は撞く．競諭的であ
り, ･ lil i脇,淵的である I司繩の人を殺すl!j:'li

助物にない姿をILる、

野/|(助物を勤物|‘|〔|の飼育卜．にi門iくと. I'|然

界にない盗を兄る。 1 ）寝てばかりの怠|･fiな

助物， 2） ノイローゼ， 3）弱者へのリン

チ． 4）おべっかを使う， 5）異常セック

ス、 6） ｜帥推勤物への常ilfの威胱嬢，せまい

助物件，過密、人の支配|くのひずみの現象を

！＆る

近IIf, "'|jを人間動物I刺」と云う動物;を
省がいる祁IIIの人間は細分化された均一労

働と ‐ﾉﾉ'|術が保障され．核家族．単調な生

i,f. jig1111l.狭い範IjRにおしつけられたなわぱ

一

－2－


