２０２０年７月１０日（金） 曇
司 会：竹内公一 副会場監督
点 鐘：上村計介 会長
ロータリーソング「我等の生業」
四つのテスト唱和 中村将義さん
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第１５３４回例会

ガバナーがおっしゃるに、
「人間力
を伸ばし、柔軟に対応して」とご
理解を頂き、目から鱗でした。
浜松中 RC もその大前提に基づ
き活動していこうと思います。
先日ガバナーと電話で話をした
時も、無理をせずに安全安心にと、
当クラブの本年度の方針に合致す
る優しいお言葉を頂き、ホッとし
ています。感謝します。
これを以って歓迎の言葉と致し
ます。皆さんよろしくお願いしま
す。
幹事報告

週報 NO. ２
スマイル

♪上村計介さん、内山義之さん
本日は第 2620 地区ガバナー 荻
原英生様、地区副幹事 藤田博久様、
第 5 グループ ガバナー補佐 杉浦仁
様、ガバナー補佐事務局長 鈴木利幸
様、ようこそお越し下さいました。
宜しくお願い致します。

♪渥美専治さん
1 週遅くなりましたが、上村・
内山年度スタート、1 年間宜しく
お願いします。
♪竹内公一さん
荻原ガバナー公式訪問ありがと
うございます。歯科医の荻原ガバ
ナーに合わせて、本日の司会は歯
科医の竹内がやらせて頂きます。
ガバナー公式訪問

ガバナー 荻原英生様、地区副幹
事 藤田博久様、ガバナー補佐 杉浦
仁様、ガバナー補佐事務局長 鈴木利
幸 様、ようこそお越し下さいまし
た。浜松中 RC 会員一同、本日の日
を心よりお待ちしていました。
「ロー
タリーは機会の扉を開く、この機会
を捉えてロータリーを成長させ、よ
り強く適応力を高め、中核的価値観
により添ったロータリーになる」と
RI 会長ホルガー・クナークさんは言
っています。荻原ガバナーは「すべ
ての活動の機会についてもう一度考
える時が来ている」として今年度地
区のターゲットは「ロータリーの心
と本質を理解し、機会の扉を開こう」
と言われています。

先程会長幹事会がありました。

ガバナー紹介：
杉浦仁 ガバナー補佐
・レターケースに第 5 グループの
会員手帳があります。途中でなく
さずにお持ち帰りください。
・例会終了後、理事会があります。
議案が多いのでご協力ください。
委員会報告
☆渥美聡一郎 会員増強委員長
10 月の入会式に向けて会員募集
をします。今日の理事会後、案内
を出しますので、ご協力をお願い
します。
☆渥美専治 前年度幹事
前年度の理事役員・委員長の皆
さん、最後の仕事、事業報告書を
早めにご提出ください。

荻 原 ガ バ ナ ー の 所 属 する 静 岡
RC は会員数 120 名で、この地区
では一番大きいクラブです。お生
まれは昭和 23 年、72 歳です。後
で非常に楽しいお話が拝聴できる
と思います。
初めてお会いしたのは昨年の 12
月でしたが、その時はあまりお話
しする機会がありませんでした。

こうして浜松に来て頂いてお話
すると、非常にさばけた方でとて
も今までのガバナーとは違った面
白い方です。
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

さて、人間は何のために生きてい
るでしょうか？幸せになるためで
す。だからロータリーがあります。
人間が幸せと感じるのは人の役に
立てた時、幸せを感じれば感謝の気
持ちが出ます。ロータリーで人の役
に立ち、ありがとうと感謝の言葉を
かけられ、幸せになります。人生を
楽しみ、苦労があっても前向きに楽
しむことができれば、人のためにな
ることで感謝の気持ちもできます。
人間にはそういうものが DNA の中
にあるらしいです。
私たちは世界中の人と繋がって
おり、つまりはロータリーそのもの
です。福沢諭吉の言葉に「世の中で
一番大事なことは一生涯を貫く仕
事を持つことです」というのがあり
ます。それはロータリーの職業奉
仕、ロータリーの精神にぴったりで
す。また、
「一番尊いことは人のた
めに奉仕し、恩にきせないこと」と
いうのはロータリーが真髄として
いることです。日本にはロータリー
の前からこのようなことを言う人
がいたのです。
1900 年に新渡戸稲造は武士道に
ついて英語の書を書きました。その
本で「武士道とは”Nobles oblige”」
だと説明しています。これは高い身
分に伴う義務、名を重んじ、慈善を
行うという意味です。これは米国だ
けでなく、世界中で話題になった本
ですので、ロータリーはその影響を
受けているのではないかと思うの
です。それを考えると日本の心をア
メリカが取ったのではないかとい
うのが私の意見です。

77 クラブを周ります．ここが 4
つ目です。中 RC は品が良いとい
うかおとなしいという印象です。
私が静岡ロータリーに入ったのが
1988 年 3 月です。中 RC さんは
1988 年 3 月に加盟認証だそうです
ので、ちょうど私と「誕生日」が
一緒ですね。親しみを感じます。
コロナで大変な時期になりまし
た。家族や会社の健康、安全を図
りながら、社会貢献のためにロー
タリーに参加し、大変素晴らしい
と思います。
浜松の人はルールを守っている
のでしょう。コロナが少ないです
ね。環境も素晴らしいし、浜名湖
という素晴らしい湖もあります。
私は釣りが好きなので、浜名湖に
もよく行きます。
今年のロータリーのテーマは
「ロータリーは機会の扉を開く」
いろいろな機会を見直し、今まで
のことはちょっとストップして、
新しい機会の扉を開いてみよう、
とクナーク会長は言っています。
ロータリーとは何かと尋ねれ
ば、百人百通りの答えがあります
が、私は楽しむ所だと思っていま
す。ロータリーは仲間がいてこそ、
です。仲間は英語で fellowship、
日本語では親睦です。ロータリー
は仲間が大事です。ポールハリス
がロータリーを作ったのは、仲間
ここでホルガ―クナーク会長の
作りだったのです。そのうち、仲
間だけでなく、奉仕も始めました。 今年度の方針をお聞きください。
元々の仲間作りだけではこのよう
に 世 界 に 広が ら な かった で し ょ
う。奉仕、英語では service です。
日本語の「サービス」とは違って、
helpful activity、役に立つ行為と
いうことです。米山梅吉がガバナ
ーだった頃は「サービス」として
いました。

「機会の扉を開く」とは「新しい再
出発の扉を開く」という意味です、
今回のようなテレワークやオンラ
インによる、新しい事業計画、新し
い活動計画を是非立ててみて下さ
い。
「友情と人脈づくりの機会、社
会貢献の機会、話し合いの機会、自
分自身の機会、ネットワークを強化
する機会、創造する機会、成果を見
る機会」等々昔から何年も続いてい
る事業や活動は一度立ち止まって、
改めて考え直してみる機会です。
国際ロータリーは「世界有数の国
際人道支援団体である」と公言して
久しいですが、人道的支援を受ける
側のロータリー数は必然的に増加
します。一方で支援をする側では、
次第に先細りとなりやがてその数
は減少して行きます。この 20 年間
で発展途上国では 10 万人のロータ
リアンが増加し、反対に先進国では
10 万人が減少しました（日本では
3 万人強の減少）
。このままでは供
給側の人数減少により、十分な支援
が困難になるでしょう。
ロータリーは慈善団体ではあり
ません。ロータリーはロータリアン
同士の親睦によって学ぶ価値ある
奉仕の理想を通して社会に貢献す
る世界的団体であります。
私はロータリーの心、原点に戻っ
て、私達の「すべての活動の機会に
ついて」もう一度考える時が来てい
ると思います。
出席報告
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