２０１９年１０月２５日（金） 晴
司 会：齋藤高子 副会場監督
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング
「それでこそロータリー」

ゲスト
RI 第 2620 地区
ガバナー
安間 みち子様
地区副幹事
青木 悠樹様
同
渥美 聡一郎様
静岡第 5 グループ
ガバナー補佐
鈴木 健一様
同 事務局
原
道也様

会長挨拶

1920 年 10 月 20 日に東京 RC の
設立総会が開催され、日本にロー
タリークラブが誕生しました。来
年は 100 周年。その記念に東京 RC
から各地区へ贈られた鐘で、今日
は点鐘しました。
先ほどガバナーと会長幹事会を
開き、ガバナーからいろいろご教
授頂きまし
10 月 20 日に米山梅吉記念館へ
米山奨学生も一緒に 23 名で訪問し
て来ました。バス車中、親睦を深
めたのが良かったと思います。
私は 4 回目の訪問でした。最初
は立派な方だなと思っただけでし
たが、年数が経っていろいろ経験

第１５１４回例会

してみると考え方も変わります
し、当時の時代背景も考えると、
この時代によくこのような活動が
できたものだと非常に感心しまし
た。是非一度は訪問されるように、
must 事項としてクラブ戦略委員
会の方でも考えて行きたいと思い
ます。
米山梅吉についての本を読みま
したが、幼少の頃苦労されていて、
中学校の時に勝手に東京へ出て行
ったそうです。その時の先生がク
リスチャンだと思いますが、その
影響が大きいのかと思います。
「何
事も人々がしてほしいと望むこと
はそのようにしなさい」と学んだ
そうです。若い時にアメリカへ行
ったことなど、前向きな努力が今
のロータリーにつながったのかと
思いました。
前年度の米山奨学生、フィン・
ファム・クァン・アン君が来年 1
月 4 日に結婚するとのことです。
おめでたいことなのでお知らせい
たします。
幹事報告

・次週は会員卓話です。
・例会終了後理事会を行います。

週報 NO. １５
スマイル

♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
安間ガバナー、鈴木ガバナー補
佐、本日は浜松中 RC に訪問頂き
ありがとうございます。
♪山口貴司さん
あの世との境を行ったり来たり
しながら、ようやく戻ってまいり
ました。自分の生命力に驚いてい
ます。ただ生きているだけでなく、
仕事もやれています。今しばらく
宜しくお願い致します。
♪長坂伸二さん
① 10 月 20 日に米山梅吉記念館
訪問に多くのメンバーのご参加を
頂き、無事に行ってきました。皆
様方のお気遣いとご協力ありがと
うございました。
② アン君からの御礼（抜粋）
皆様に再会でき、とても感動し
ました。米山梅吉記念館を訪問で
き、心から感謝しています。その
後三嶋大社へ正式参拝させて頂き
ました。なかなかこのような機会
がないのでとてもうれしく思って
います。また私の結婚が決まった
ことをお祝い頂きありがとうござ
います。また機会があり、皆様に
お会いできることを楽しみにして
います。
♪竹山英夫さん
昨日 高校の同窓会 がありま し
た。学園約 400 人のうち 130 人も
の同級 生に会うこと ができま し
た。皆 70 歳になっていました。と
ても懐かしく、そして自分の人生
を振り返るとても有意義な時間で
した。同級生のみなさん。ありが
とう。

♪中島勝さん
鈴木邦介さんの送別ゴルフに参
加させていただきました。ラッキ
ーなことにニアピン賞を 2 つ頂い
てしまったので、邦介さんと楽し
か っ た ゴ ルフ に 感 謝して 、 全 額
（4000 円）笑顔でスマイルします。

ガバナー公式訪問
ゲスト紹介：
渥美聡一郎 地区幹事
今日は中 RC の会員ではなく、地
区副幹事として出席しました。他
のクラブを訪問する時とは違う雰
囲気で、貴重な体験をさせて頂き
ました。今日は安間ガバナーから
地区の方針等詳しく説明して頂き
ます。わからないことは遠慮なく
聞いてください。
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

本日は温かく迎えて頂きありが
とうございます。中 RC は私たちの
親クラブですし、渥美会員、佐々
木 会 員 を 地区 幹 事 として 協 力 頂
き、それも感謝しております。
例会に先立ち会長・幹事会を開
きましたが、眞瀬会長は真剣にク
ラブの将来を考えていることが

よくわかりました。これからの発展
が期待されます。
米山梅吉記念館に行かれたとの
ことですが、ここは地元のロータリ
アンの思いが全国のロータリアン
と一つとなって、皆さんの寄付で
50 年前できたものです。私は入会
してすぐ米山奨学生のカウンセラ
ーになり、藤野さんに記念館に連れ
て行ってもらったことが思い出に
あります。
今回ガバナーを受けるにあたり、
ガバナーの役割は 2 つあると思っ
ています。一つは RI 会長のメッセ
ンジャーとして、RI 会長の思い、
RI の状況を皆様にお伝えするこ
と、もう一つは地区内 79 クラブを
励まし支援することです。
本 年 度 の RI 会 長 テ ー マ は
「ROTARY CONECTS THE WORLD」です。
このテーマは、世界８ヶ国語に訳さ
れており、日本語訳は「ロータリー
は世界をつなぐ」です。テーママー
クの真中の丸は地球を表していま
す。その周りは世界 東西南北各国
の人々を表し、色の違いはそれぞれ
の人種や文化等の違いを表してい
ます。その人たちがロータリーを通
して世界とつながっていることを
表現しています。
今日は、サンディエゴの国際協議
会でマローニー会長が私たちガバ
ナーに語った際の動画をお持ちし
ましたので、ご覧ください。
本年度からは、新しい国際ロータリ
ーの戦略計画が展開されます。これ
はビジョン声明を土台に、ロータリ
ーが今後もダイナミックな組織で
あり続けるための新しいステップ
であり、４つの優先事項を含むもの
です。RI のビジョン声明は、日本
語訳よりも英語の方が分かりやす
いと思いますのでお示しいたしま
す。大切なキーワードは、
「Together、皆で一緒に」
、
「people
unite 、 手 を つ な い で 」「 take
action、行動する」です。

RI の戦略計画に置ける４つの優
先事項は、
「より大きなインパクト
をもたらす」
「参加者の基盤を広げ
る。
」
「参加者の積極的なかかわりを
促す。
」
「適応力を高める」です。
より大きなインパクトとしては、
国際ロータリーが目指すのはポリ
オの根絶です。あと少しのところま
で来ていますが、なかなかできませ
ん。でも何年かかっても根絶を目指
します。
基盤を広げるためには会員増強、
そしてより多くの人に参加しても
らうことです。ロータリーの活動を
広く知ってもらうことができます。
中 RC の黄色いジャンパーはすご
く目立って良かったです。活動する
時には中 RC がやっているとわか
るようにアピールしてください。
そして「促す」というのは「その
気にさせること」です。イベントに
ただ誘うだけでなく、向こうが参加
したくなるような働きかけが必要
です。
適応力については、世界の変化に
ついていかなくてはならないとい
うことです。国際ロータリーがいろ
いろ規定を変えていますが、それは
規定審議会で多数決によって決ま
ったことです。つまりそれは世界が
変わっているということで、クラブ
も柔軟性を持って適応していって
ほしいと思います。その時代その世
代のロータリーがあります。
世界中のロータリアンが、また
浜松中 RC の皆さまが一緒に「つな
がり」を感じながらロータリーを推
進していくことを期待いたします。
本日は、ありがとうございました。

≪出席報告≫
出席報告≫
佐々木雄二 出席委員
会員数
５０名
出席者数
２７名
出席算定会員数
４５名
出席率
６０．００％
６０．００％
前々回出席者数
３３名
３３名
前々回出席率
７５．００％

