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鈴⿅⻄ロータリークラブ会報 
所属:  国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グループ;  

創⽴:  1985 年 3 ⽉ 27 ⽇; RI 認証:  1985 年 6 ⽉ 3 ⽇(No. 1665);  

事務所:  〒513-0802 三重県鈴⿅市飯野寺家町 816 鈴⿅商⼯会議所 3F;  

電話:  059-383-7077; FAX:  059-383-8501;  
E-Mail:  info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/  
例会場:  鈴⿅商⼯会議所 4F ⼤ホール; 例会⽇:  ⽕曜⽇; 例会⾷事:  12: 00; 例会:  12: 30-13: 30; 

第 1574 回例会 2018 年 8 ⽉ 7 ⽇(⽕) 

例会場:  鈴⿅商⼯会議所 4 階⼤ホール 

例会進⾏:  服部⾼宣 副 SAA 

開始:  12:30 終了:  13:30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング: 君が代, 奉仕の理想 

ソングリーダー:  勇理維⼦ SAA 
 
会⻑挨拶 加藤稔 会⻑ 

みなさん こんにちは．本⽇⼊会されました、桑

⼭清和さんようこそ．これからの⻄ロータリーでの

活躍を楽しみにしております． 

8 ⽉ 4 ⽇･5 ⽇両⽇、⾼⽥⾼校でのインターアク

ト年次⼤会に、森 豊幹事・藤野恵⼦インターアク

ト委員⻑・服部⾼宣会⻑エレクト御出席ご苦労様で

した． 

さて先⽇ 8 ⽉ 3 ⽇に、名古屋でこれまでの最⾼

気温 40.3 度を記録したそうです．名古屋では、

1942 年に 39.9 度が最⾼気温だったそうで、東京

23 区･⼤阪･名古屋の三⼤都市で 40 度に達したの

も初めてでこれは、北⻄や⻄の⾵が鈴⿅⼭脈や伊吹

⼭地を越える際に⾼温となって吹き降ろすフェー

ン現象らしいです．また、⾷卓に影響のある葉物野

菜が、気温と同じく⾼⽌まりしているようです． 

ところで、前回お話しました「喜べば 喜びごとが 

喜んで 喜び連れて 喜びに来る」の名⾔集の中の 

 
 
「前祝（予祝）」を私ごとですがしようと思ってい

ます．8 ⽉ 9 ⽇に、⼀本の開札が有る為「前祝（予

祝）」をしてしまったらどうかと思い夏の  慰労

会も兼ねて 8 ⽇に「前祝（予祝）」を予定しており

ます．果たしてこの結果はどうなることやら． 
 
幹事報告  森豊 幹事 

1. 第 3 回理事・役員会決議事項 

l 8 ⽉度プログラムの確認ならびに 9 ⽉〜

10 ⽉度プログラム予定について 承認 

Ø 10 ⽉ 23 ⽇ホンダ技研の職場例会は

会社都合により 10 ⽉ 2 ⽇に変更にな

ります 

l 2019-2020 年度理事・役員候補者につい

て 承認 

l その他 

Ø ⽶⼭梅吉記念館特別寄附⾦について 

⼀⼈当たり 1 ⼝ 3,000 円以上にて

依頼あり⇒次回例会時に全員より集
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めることをお願いする。徴収⽅法:下

期会費と⼀緒に集める． 

【補⾜】⽊村ガバナーの公式訪問時に

詳しい説明をいただけるとのことで

すので内容を伺って対応いたします． 

Ø 深⾕公園の時計台設置の地区補助⾦ 

357,060 円が 8 ⽉初旬に振り込まれ

ます。 

Ø 8 ⽉ 25 ⽇に IM でのティスカッショ

ンリーダーを⻄ロータリーより 4 名

選出して欲しいとの依頼あり⇒パス

ト会⻑にお願いする 

2. 例会プログラム予定表（8 ⽉〜10 ⽉度）配布

しましたのでご確認ください． 

3. クラブ事務局夏季休暇は 8 ⽉ 13 ⽇（⽉）〜16

⽇（⽊）迄とさせて頂きます．休暇中の緊急⽤

件 に つ い て は 、 幹 事 森 豊 （ 携 帯 

090-3257-8436）までお願いします． 

4. 7 ⽉ 24 の 例 会 で ご 案 内 い た し ま し た

「2018-19 年度地区⼤会」について、出⽋を

お取りしますので多数のご参加をお願いいた

します． 

⽇時:2018 年 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）・14 ⽇（⽇）  

10/13 第⼀⽇⽬ 登録・受付 11:30 

           開会・点鐘 13:30 

           閉会・点鐘 17:00 

  10/14 第⼆⽇⽬ 登録・受付 8:45 

           開会・点鐘 9:15 

           閉会・点鐘 12:30 

           ⼤昼⾷会  13:00 

会場:⻑良川国際会議場 

登録料:会員 10,000 円、 

家族関係団体 5,000 円  
 

 
 
委員会報告 

鈴⿅⻄ローターアクトクラブ活動報告 

  ⽥中俊輔ローターアクト会⻑ 
 
8 ⽉度諸事お祝い 

奥村隆司親睦・家族委員⻑ 

【会員結婚記念⽇】 

⼩林英将・泰永様、宮⽥忠男・幸美様 

ロータリーの友 8 ⽉号紹介 

藤井光彦クラブ広報副委員⻑ 
 
2017 年度児童詩作品選集について 

⽥中通 児童詩コンクール委員⻑ 
 
第 41 回インターアクト年次⼤会報告 

藤野恵⼦インターアクト委員⻑ 
 
出席報告  仲村義昌 出席副委員⻑ 

正会員 41 名中 30 名出席．出席率: 81.08% 

先週の補正出席率: 62.85% (7/31) 

先々週の補正出席率: 81.57% (7/24) 
 
ニコニコボックス報告 奥村隆司親睦家族委員⻑ 

※多額 順不同 敬称略 

※加藤稔: 鈴⿅⻄ローターアクトクラブ会⻑ ⽥

中俊輔様、幹事 前原直弥様ようこそ．桑⼭清和様

⼊会おめでとうございます． 

森豊: ローターアクトの⽥中会⻑、前原幹事ようこ
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そお越しいただきました．桑⼭さん⼊会おめでとう

ございます．宜しくお願いします．年次総会よろし

くお願いします． 

野間芳実: ローターアクトクラブの⽥中君、前原君

を歓迎して． 

沖俊成: RA ⽥中様、前原様と桑⼭様を歓迎して． 

川⼾広樹: 鈴⿅⻄ローターアクトクラブ 会⻑ ⽥

中俊輔さん、幹事 前原直弥さんようこそ．皆様、

鈴⿅⻄ローターアクトクラブを宜しくお願いしま

す．  

本⽇のプログラム 

「年次総会」会⻑・幹事・会計・監事 

次年度理事・役員候補者選任の件 

第 34 期収⽀決算報告の件 

第 35 期収⽀予算（案）の件 
 
 

 
 

第 1575 回例会 2018 年 8 ⽉ 21 ⽇(⽕) 

例会場:  鈴⿅商⼯会議所 4 階⼤ホール 

例会進⾏:  服部⾼宣 副 SAA 

開始:  12: 30 終了:  13: 30 

点鐘: 会⻑ 加藤 稔 

ソング: それでこそロータリー 

ソングリーダー:  勇理維⼦ SAA 

ビジター: 四⽇市 RC 井筒隆広様 
 
会⻑挨拶 加藤 稔 会⻑ 

みなさん こんにちは．今⽇は、鈴⿅⻄プロバス

クラブ⽥⼝会⻑・福井副会⻑・⻑⽥幹事ようこそお

こし下さいました． 

みなさん、お盆の間、いかがお過ごしでしたか︖ 

今までの酷暑を⽴ち切るような 8 ⽉ 12 ⽇、久しぶ

りに雷⾬があって、私の家のケーブルテレビのブー 

 
スターが落雷で壊れたりして、久しぶりに降った⾬

が、⼤変なことになりました．でも、この⾬のおか

げで随分と涼しくなって来ました． 

ところで前回、「前祝（予祝）」話をし、私は、8

⽉ 8 ⽇に「前祝（予祝）」をいたしましたけれども

結果はダメでした．「前祝（予祝）」に関して⾔えば

結果が出るまで期待を持ちながら、希望があるよう

な時間でした．続きまして名⾔集の中から⼀つお話

をしたいと思います。 
 
成功したら幸せになれるのではない． 

先に幸せであることが成功を⽣むのだ． 

もしあなたが今の仕事に幸せを感じて 

いるのなら、必ず成功するだろう． 
 

すべてにおいて、⼼が先と⾔う名⾔の中で、パリ

から⽻⽥に向かって⾶び⽴った⾶⾏機にトラブル

発⽣．パリに引き返すことになりました．客室乗務

員さんが、まずファーストクラスのお客様に謝罪し

てまわったところ「パリで買い忘れたものがあった

から良かったよ」「君も⼤変だね。頑張ってね。」と

エールを送られた．ビジネスクラスでは、「明⽇は

会議があるから困るよ」などと苦情を⾔われ、エコ

ノミークラスを担当する後輩は、なんとお客様から

胸ぐらをつかまれていました．これは、億万⻑者の

友⼈、菅野⼀勢(いっせい)さんから聞いたお話です．

このお話から「お⾦にゆとりがある⼈たちは、⼼も 
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ゆとりがあるんだな〜」と思いますよね．でも彼は

「違う」と⾔います． 

⼼にゆとりがあるから、お⾦にもゆとりが⽣まれ

たのだと．⼼が先だと 

実は昔、彼はとてもネガティブな性格でした．し

かし⼤富豪の斎藤⼀⼈さんの本で「ツイてる⼈とは、

『ツイてる』と⾔っている⼈である」と⾔う名⾔を

知り、何があっても「ツイてる」と、⾔う練習を 3

カ⽉間みっちりしたのだそう．すると、失敗するこ

とが次第に怖くなくなり、⾊々チャレンジするよう

になった．僕と出会った時はプータローだったのに、

たった 1 年で年収⼀億円になってしまったのです． 

彼は、豊かになるには「⼼が先」だということ．

では、貧乏な⼈は⼼が貧しいのかと⾔うと、それも

違う．ここで、マイケル・ドット（アメリカの映画

プロデューサー）の名⾔として「私は貧乏だったこ

とがない．ただ⾦⽋だっただけだ．貧乏とは⼼の有

り様を⾔い、⾦⽋とは⼀時的な状況を⾔う」と⾔う

名⾔で今⽇は終わります． 
 
幹事報告  森豊 幹事  

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

⽇時:9 ⽉ 11 ⽇（⽕）⇒9 ⽉ 8 ⽇（⼟）親睦・

家族例会（鈴⿅げんき花⽕⼤会） 

場所:オーシャンテラス ホテル＆ウェディン

グ 5F 
 

⽇時:9 ⽉ 18 ⽇（⽕）特別休会 

⽇時:9 ⽉ 25 ⽇（⽕）夜間例会 

場所:もりもり⾷堂 

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変

更のお知らせ 

鈴⿅ RC:9 ⽉ 12 ⽇（⽔）⇒9 ⽉ 8 ⽇（⼟）納

涼例会のため 18 時 30 分 OCEAN  TERRACE  

鈴⿅シティ RC:9 ⽉ 12 ⽇（⽔）⇒9 ⽉ 8 ⽇（⼟）

納涼例会・中⽇本野球⼤会のためオーシャンテ

ラス ホテル＆ウェディング; 9 ⽉ 26 ⽇（⽔）

6:15〜7:00 早朝清掃活動例会のため⽩⼦駅

前周辺道路 
 

3. 8 ⽉ 25 ⽇開催のガバナー公訪・IM のタイムス

ケジュールと IM テーブルディスカッションの

座席表を参加者に配布しましたのでご確認を

お願いいたします．また、当⽇の受付は、柴⽥

会員・藤野会員にお願いしておりますので、宜

しくお願いいたします． 
 

4. 津北ロータリークラブより、第 41 回インター

アクト年次⼤会の礼状を拝受しました． 
 
5. 本⽇例会終了後、事務局において第 4 回理事・

役員会を開催します． 
 
 
 
鈴⿅⻄プロバスクラブ会⻑ ⽥⼝隆夫様ご挨拶 
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委員会報告 

ポール・ハリス・フェロー証明書ならびに認証ピ

ンの贈呈・・・藤野恵⼦会員、森豊幹事 

マルチプルポール・ハリス・フェロー認証ピンの

贈呈・・・岩崎透会員、伊藤義⼀会員 
 
出席報告  伊藤広海 出席委員⻑ 

正会員 41 名中 26 名出席．出席率:68.42 % 

先週の補正出席率: 81.08% (8/7) 

先々週の補正出席率: 65.71% (7/31) 
 
ニコニコボックス報告  

杉﨑雅代 親睦・家族副委員⻑ 

※多額 順不同 敬称略 

井筒隆広（四⽇市 RC）: 皆さんお久しぶりです．

今⽇はビジター参加させて頂きます．よろしくお願

いいたします． 

※加藤稔: 鈴⿅⻄プロバスクラブ⽥⼝会⻑、福井副

会⻑、⻑⽥幹事、ようこそ．服部会員維持・増強委

員⻑よろしくお願いします．私ごとですが、先⽇の

三鈴の⽉例で初めてハーフ 37 が出ました． 

※伊藤義⼀: ご無沙汰しております．やっと病院か

ら解放されました．皆様⽅にはご⼼配をおかけしま

した． 

沖俊成: 鈴⿅⻄プロバスクラブ⽥⼝会⻑、福井副会

⻑、⻑⽥幹事の皆様と井筒様、ようこそお越しくだ

さいました． 

 
 
⼩林充: 鈴⿅⻄プロバスの皆さんと井筒さんを歓

迎して． 

岸本春雄: プロバスの皆さんようこそ．福井さん久

しぶりです． 

世古⼝弘⼦: お久ぶりです．本⽇はプロバスクラブ

会⻑ ⽥⼝様、福井様、⻑⽥様ようこそ． 

岩崎透: 先⽇は三鈴の⽉例で加藤さん、ハーフ 37．

計 80 アンダー6 でした．“凄い”ですね．おめでと

う． 

野間芳実: プロバスクラブの⽥⼝会⻑、福井副会⻑，

⻑⽥幹事の皆様を歓迎して． 

柴⽥友美: 残暑お⾒舞い申し上げます．⼜、プロバ

ス会⻑ ⽥⼝様、幹事 ⻑⽥様、そしてアヤコさん

ようこそ︕ 

森豊: プロバスクラブ⽥⼝会⻑、福井副会⻑、⻑⽥

幹事、ようこそお越しいただきました．井筒さんメ

イキャップにようこそ．伊藤義⼀さん退院おめでと

うございます． 

杉﨑雅代: 鈴⿅⻄プロバスクラブの皆様、井筒様、

暑い中をようこそお越し頂きました． 
 
本⽇のプログラム 

「会員増強・新クラブ結成推進⽉間に因んで」 

服部⾼宣会員維持・増強委員⻑ 
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第 1576 回例会 2018 年 8 ⽉ 25 ⽇(⽕) 

鈴⿅・⻲⼭グループガバナー公式訪問合同例会・

インターシティミーティング 

ホストクラブ: ⻲⼭ロータリークラブ 

例会場: コンフェット鈴⿅平安閣 

例会進⾏: ⻲⼭ RC 川森浩司 SAA 

開始: 10:30 終了: 14:45 

点鐘: ガバナー補佐 村⼭⽵則  

ソング: 君が代, 奉仕の理想 

ソングリーダー: ⻲⼭ RC 伊藤健⼀郎 

ゲスト:【来賓】鈴⿅市⻑ 末松則⼦様 

【特別参加者】 

地区ガバナー ⽊村静之 

地区代表幹事 間宮久⼈ 

地区直前ガバナー ⽥⼭雅敏 

地区ガバナーエレクト 辻正敏 

パストガバナー 剱⽥廣喜 

パストガバナー 岡⽥信春 

直前ガバナー補佐 河⽥勝正 

東海北陸道グループガバナー補佐 可児昌則 

四⽇市グループガバナー補佐 ⽥中清平 

地区財務管理委員会委員 南条吉雄 

会員増強部⾨委員会委員 中村薫 

奉仕プロジェクト部⾨ 委員⻑ 宮崎弘夫 

ローターアクト⼩委員会 副委員⻑ ⽥中通 

⻘少年交換部⾨委員会副委員⻑ 永⼾潤 
 

 

 
 

⽶⼭記念奨学部⾨委員会副委員⻑ 佐野寿 

インターアクト部⾨委員会委員 伊藤義⼀ 

⻘少年育成⼩委員会委員 沖俊成 

⽶⼭記念奨学⽣ レ・ティーヴァンホア（敬称略） 
 
出席報告  伊藤広海 出席委員⻑ 

正会員 41 名中 41 名出席．出席率: 100.00% 

（全員登録） 

先週の補正出席率: 68.42% (8/21) 

先々週の補正出席率: 81.08% (8/7) 
 
本⽇のプログラム 

「ガバナー公式訪問合同例会」 

国際ロータリー第 2630 地区ガバナー ⽊村静之様 

皆さんこんにちは。本⽇は、鈴⿅市⻑末松則⼦様

ご出席のうえ、合同例会と IM が開催されますこと

まことにおめでとうございます。 
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[1] 今 年 度 RI 会 ⻑ の テ ー マ は ”Be The 

Inspiration” 「インスピレーションになろう」で

す。バリー・ラシン会⻑はバハマのかたです。バハ

マは、⽶フロリダ半島とキューバの間、カリブ海に

浮かぶ島です。テーマロゴはカリブ海の荒波を表し

ています。英語の INSPIRE は、「⿎舞する」「意欲

を喚起する」という意味がありまして、「インスピ

レーションになろう」とは、ほかの⼈たちに「イン

スピレーションを与える」、「何かをやろうという意

欲を吹き込む」、「⼼に⽕をつける」そういう⼈にな

ろう、という意味になります。6 ⽉に逝去された服

部芳樹パストガバナーは「燃えよロータリアン」と

いう名訳をされました。 

ラシンさんは、前向きな変化を⽣み出す意欲を、

課題に⽴ち向かう意欲を、クラブからも、地域社会

からも、組織全体からも、引き出したい、意欲を引

き出すための「インスピレーション」になりたい、

あるいはなってほしいと述べておられます。 
 
[2] 今年度の、私のガバナーとしてのスローガンは、

「理念をかかげ 意欲を喚起し 共に⾏動」という

ものです。まず、「理念をかかげ」ですが、近年、

世界のロータリーの趨勢はいささか「奉仕活動のロ

ータリー」に偏っていて、理念が薄くなっている、

という意⾒が出ています。 

奉仕活動のロータリー 

増強、財団、寄付、プロジェクト推進を重視する⾯ 

理念のロータリー 

職業奉仕、4 つのテスト、例会を重視する⾯ 

私は、奉仕プロジェクトを活発に⾏うことは⾮常

に⼤切なことだと思っています。ただ、世界では新

興国の会員が増えてきたということもあって、「奉

仕活動のロータリー」に傾いていると⾔えます。そ

のため RI は「ロータリーの多様性」を認めざるを

得ない状況で、2016 年の規定審議会において⼤き

な改正がなされ、例会は⽉ 2 回でもよいとされまし

た。当時の RI 会⻑が「例会を何回開いたかよりも、

地域社会にどのような変化をもたらしているかの

ほうが重要だ」と述べました。サンディエゴの国際

協議会での私の体験でも、新興国は先進国のロータ

リーから援助を引き出すことに熱⼼です。こうした

新興国の会員が増加する⼀⽅で、先進国の会員が減

少し、「奉仕活動のロータリー」に偏っている状況

にあります。そういう状況で、私はあえてロータリ

ーの原点である理念を強調しなければならないと

思うのです。 

まず、職業奉仕の幹の中にある「奉仕の理念」を

しっかりとかかげる。「かかげる」とはロータリー

のモットー・四つのテスト・ロータリーの⽬的（綱

領）に表される基本理念をいつも意識して、職業⽣

活・社会⽣活で実践することです。最近も、⽇本を

代表する企業で「偽装事件」などが発⽣しています。

「産地の偽装」とか「等級の偽装」といった事件も

発⽣しています。我々ロータリアンの感覚からすれ

ば由々しき問題だと⾔わざるをえません。 

[3] そして、⼤切なのが例会です。例会は、職業⼈

としての倫理を向上させ、互いに切磋琢磨し学ぶ場

であります。例会のプログラムを⼤切にし、例会へ

の出席を⼤切にしたい。理念の浸透を図るのは例会

です。例会に出れば先輩や友⼈に会えるし、顔を合 
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わせてこそ信頼関係を育むことができるのです。

「例会に出席義務」があるといいますが、義務感か

ら出席するのではなく、楽しいことがあるから出席

するというようになっていただきたい。他⽅、例会

のプログラムを企画する側も⼯夫をして、例会に出

席してよかったという気持ちで帰ってもらえるよ

うにしたいものです。 

クラブ内での研修態勢を整えることも⼤切です。

クラブの中で「研修リーダー」を選任して、クラブ

内での研修全般に配慮してもらうのがよいと思い

ます。 
 

[4] 次に、会員基盤の強化が必要です。⽇本のロー

タリーは 20 年前に 13 万⼈でしたが、今は 9 万⼈

です。若い世代にも、社会経験豊富な退職者世代に

も、⼥性会員にも⼊っていただきたい。今や、⼥性

が職業を持つことも社会的な活動をすることも普

通です。会員構成もそれに応じて多様になってほし

い。世界で⼥性会員の割合は今 20.7％ですが、⽇

本は 6.6％です。これを 5 年以内に 15％以上にし

たいと提唱されています。 

昨年度の増強の状況は、地区全体で純増 40〜50

名です。これは好成績です。皆様のご努⼒の賜物で

す。他⽅、各クラブ平均 1 ⼈増えれば地区全体で

75 ⼈増えるはずですが、そこまでできていません。

よく増強セミナーで、増強のためにどうすればよい

かという話が出ますが、私は、クラブの中で⼀⼈⼀ 

 
 
⼈の会員を⼤切にすること、会員が奉仕に対する意

欲をもつこと、クラブを魅⼒あるものにすることで

あると思います。 
 

[5] 次に、意欲を喚起するにはどうしたらいいのか

ということです。ラシン会⻑は⾏動⼒のあるリーダ

ーらしく、意欲を喚起するには「熱意を持って強く

伝える」とか「⾃らの⾏動で範を⽰す」、というこ

とを⾔っておられます。私は、少し視点を変えて「感

動体験を話そう」ということをご提案します。ロー

タリーでの感動体験をお互いに話すことです。ロー

タリーでは、⾒返りはお⾦ではなく感動です。奉仕

活動で感動したこと、職業奉仕の⾯でも感動したこ

と、そういう感動体験は⾃分⾃⾝の中でさらなる意

欲となりますし、そのような話を聞いた⼈も意欲が

湧いてきます。 
 
[6] 次に、共に⾏動です。奉仕活動として何をする

かは、各クラブの情報収集と創意⼯夫です。地域社

会で改善すべき点、あるいは世界で必要とされてい

る課題は何か、という観点で取り上げていただきた

い。どんなプロジェクトをするかは、地区の奉仕プ

ロジェクト委員会からも情報を得ることができま

す。「財団の地区補助⾦」を活⽤した奉仕プロジェ

クトは、すでに多くのクラブで実⾏されています。

「グローバル補助⾦」は、少し規模の⼤きい国際的

な活動ですが、挑戦する価値はあると思います。 
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[7] グローバル補助⾦事業としてご紹介したいの

は、当地区の中津川クラブと中津川センタークラブ

が⾏った「⺟⼦の健康」に関する事業です。ブラジ

ルのサンパウロ州で乳児死亡率が⾼い地域があっ

て、地元のレジストロロータリークラブと中津川の

クラブが共同して、現地の医療施設に医療機器を提

供するとともに、住⺠を対象に産前ケアのワークシ

ョップの推進をしました。 この事業は RI の

2016-17 年度年次報告に取り上げられました。中

津川市がレジストロ市と姉妹都市というご縁だっ

たそうです。 

もうひとつご紹介したいグローバル補助⾦事業

は、「基本的教育と識字率の向上」の分野で、今年

度、当地区の多治⾒リバーサイドクラブ、美濃加茂

クラブ、鈴⿅ベイクラブが、タイのシロムロータリ

ークラブと共同して、タイの「教員の研修」プログ

ラムと 80 校に教材を寄贈する事業が決まりました。

これも注⽬に値します。グローバル補助⾦事業は、

6 つの重点分野に該当するという要件や、持続可能

性という要件、現地の⼈たちが活動に加わるといっ

たことも必須です。⾔語など意思疎通が難しいこと

がありますが、地区の委員会（奉仕プロジェクト委

員会、国際奉仕委員会、財団委員会）がサポートし

てくれます。 

持続可能性について。持続可能性（sustainable）

という⾔葉は、最近、国の政策で「持続可能な開発」 
 

 
 
とか「環境の持続可能性」、企業経営で「企業の持

続可能性」などと⾔われます。ロータリーでは、「持

続可能な変化をもたらす」事業をと⾔われます。単

に物を寄贈するだけというではなく、現地の⼈も加

わって、将来的に現地の⾃助努⼒でやっていけるよ

うに援助する、ということが⼤切です。「⿂を与え

るより⿂の取り⽅を教える」ということです。 
 

[8] ロータリー財団は、世界では⾮常に⾼い評価を

受けています。お⾦の使い道、使い⽅、透明性、い

ずれの⾯でも⾼い評価を受けています。時々、「財

団の補助⾦は要件が厳しくて使いにくい」という声

も聞きますが、それは、財団委員会が、ルーズな使

い⽅にならないよう管理しているからです。 
 
[9] 次に、公共イメージと認知度の向上についてお

話しします。ロータリーは意外と世間に知られてい

ません。あるいはロータリーという名前が知られて

いても、どんな活動をしているかは知られていませ

ん。「いいこと」をしてそれが⼈々に知られれば広

がりができます。世間から注⽬され、⼈が集まるよ

うになり、我々の励みになります。その結果、増強

にもなり、奉仕の拡充になります。⽅法としては、

奉仕活動の機会をとらえて、「視覚的に」伝えるの

が効果的です。チラシや横断幕などです。クラブが

これまで地域社会で⾏ってきた活動を伝えるとと

もに、「4 つのテスト」などロータリーの理念も伝
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え、ロータリーがポリオ撲滅に⼒を⼊れていること

も伝えたい。 
 
[10] “PEOPLE OF ACTION”「世界を変える⾏動

⼈」は RI のキャンペーンです。たとえば、奉仕活

動の写真を掲載する場合に「⾏動」をイメージでき

る写真にする、など提唱されています。このロゴは

マイロータリーからダウンロードできます。チラシ

などに使ってみてはいかがでしょうか。 
 
[11] ロータリー賞、RI 会⻑特別賞を⽬指していた

だきたい。昨年まで「RI 会⻑賞」と⾔っていまし

た。3 つの戦略的優先項⽬に沿って項⽬がいくつか

並んで選択するようになっています。それほどハー

ドルは⾼くないので挑戦してください。ただ、クラ

ブセントラルから⼊⼒するのに多少のコツが必要

ですが。 
 
[12] ポリオ撲滅の問題があります。30 年前、野⽣

型ポリオウィルスによって⿇痺障害を発症する⼈

（⼦ども）は、毎年推定 35 万⼈でした。それが、

99.9％以上減少しています。現在発症が確認され

るのは、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタ

ンの 3 カ国だけです。3 年間続けて 0 になれば撲滅

したと⾔えるのですが、今年になってアフガニスタ

ンとパキスタンで 7 ⽉までに 12 件発症が確認され

ています。残る 0.1％のポリオとの闘いが問題です。

ワクチン投与の妨げとなっている要因は、遠隔地で

あったり、紛争地であることです。ポリオ撲滅が実

現すれば、ロータリーの⼈道奉仕の成果として、歴

史に残ります。引き続き寄付のご協⼒をお願いしま

す。 
 
[13] もうひとつは、環境の持続可能性を守ること

です。ラシンさんも講演で強調していました。環境

汚染は、毎年、多くの⼦どもの死亡原因となってお

り、地球規模で、現在数⼗億⼈が深刻な⽔不⾜を抱

えて暮らしています。地球温暖化で異常気象や海⾯

上昇といった深刻な問題が発⽣しています。ロータ

リーが、先⼿を打つことのできる組織となれるよう

願っています。 
 
[14] ⽇本のロータリー100 周年について。⽇本の

ロータリーは 1920 年に東京で創設されました。こ

のたび、「100 周年実⾏委員会」から、各地区に、

記念の鐘（ゴング）が贈呈され、ガバナー公式訪問

の際に点鐘していただいております。台座に地区全

クラブの名前が刻まれています。 
 
[15] ⽶⼭梅吉記念館についてお話しします。静岡

県にありますが、これも創⽴ 50 年になります。⽶

⼭梅吉さんの遺徳を顕彰し広く知っていただく趣

旨で設けられました。⼤修繕の必要があることなど

で、募⾦を全国のロータリアンに呼びかけています。

⽶⼭奨学⾦の寄付とともによろしくお願いします。 

16 10 ⽉に岐⾩市で地区⼤会を開催いたします。

2 ⽇⽬にはアグネス・チャンの講演があります。ど

うか多数の皆さんのご登録をお願いします。 
 

以上で私の卓話を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。 
 
 
 

 
 
 
 

クラブ広報委員会 

会報担当: ⽥中通 


