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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2520 回例会 №10
2018 年(平成 30 年)９⽉ 21 ⽇(⾦) ⾬
「それでこそロータリー」

ガバナー補佐訪問
出席報告
会員 71 名中 出席 51 名 出席率
前々回修正出席率 100％
○ゲスト ガバナー補佐
渡邉
地区筆頭副幹事
⾼須
分区幹事
星野
分区副幹事
安⽥
地区スタッフ
三浦

71.83％
⼀平様
博久様
信利様
照幸様
裕司様

会長挨拶
本⽇は渡邉ガバナー補佐、⾼
須地区筆頭副幹事、星野分区幹
事、安⽥分区副幹事、三浦地区
スタッフの皆様が当クラブを
訪問されました。⼼より歓迎申
し上げます。
渡邉ガバナー補佐は⾼校の
先輩であり、弁護⼠の先⽣でもありますので無⽤な発
⾔は控えます。
ただ⼀つガバナー補佐は何かの折に「各々のクラブ
の独⽴性を重視したクラブ運営を⼼がけなさい。」と
おっしゃっています。RI 及び地区⽅針とどのようにバ
ランスを取って⾏けば良いか、悩むところでございま
す。どのように考えたらよいか、御教⽰いただけたら
幸甚です。多くを学びたいと思っております。講話を
よろしくお願いします。

R.I．会長 バリー・ラシン

(ガバナー補佐訪問に伺いました)
⾼須 博久地区筆頭副幹事
三浦 裕司地区スタッフ
(渡邉ガバナー補佐を始め地区役員の皆様、ようこそ
ご訪問いただきました。よろしくお願いいたします）
⽥島会⻑
(⻄名古屋分区渡邉⼀平ガバナー補佐、地区役員の皆
様ようこそいらっしゃいました。本⽇はよろしくお
願いいたします)
棚橋幹事
(９⽉ 20 ⽇で 84 才になりました)
住⽥君
(渡邉ガバナー補佐ほか皆様をお迎えして。本⽇はよ
ろしくお願いします。30 ヶ年在籍表彰を受けます)
梅⽥君
(渡邉ガバナー補佐、⾼須様、野村様、安⽥様、三浦
様ようこそお越し下さいました。よろしくお願いし
ます)
深⾕君
(渡邉ガバナー補佐ご⼀⾏をお迎えして。ご指導をよ
ろしくお願いします)
杉江君
(先週は敬⽼のお祝ありがとうございました)早瀬君
(渡邉ガバナー補佐ご⼀⾏をお迎えして。ご指導の程
よろしくお願いします。酒井君にお世話になりまし
た)
芹澤君
(ガバナー補佐始め皆様、ようこそお越し下さいまし
た)
岩佐君
(先週のＢグループ家庭集会にご出席の皆様お疲れ
様でした)
加藤(茂)君
本⽇合計
累
計

表彰

52,000 円
909,000 円

30 ヶ年在籍

梅⽥

武久君

ニコ BOX
(ガバナー補佐訪問に伺いました)
渡邉 ⼀平ガバナー補佐
星野 信利分区幹事
安⽥ 照幸分区副幹事
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ガバナー補佐訪問卓話
第 2760 地区⻄名古屋分区ガバナー補佐
渡邉

⼀平様

私の役⽬は２つです。国際ロ
ータリー2018〜19 年度のバ
リ－・ラシン会⻑のＲＩテーマ
と⽅針をお伝えすること、村井
ガバナーの第 2760 地区⽅針
をお伝えすることです。
バリー・ラシン Barry Rassin 国際ロータリー会⻑
は、カリブ海の島国バハマのナッソー⻄ＲＣのメンバ
ーで、33 歳で⼊会後国際ロータリーの要職を歴任され
ています。会⻑のテーマロゴはカリブ海の波と空・太
陽をイメージしたものです。
インスピレーションになろう。Be the inspiration
inspiration には「霊感や閃きを与える⼈」とか「激励
する⼈」「感動を与える⼈」「刺激となる⼈」とありま
す。「inspire するヒト」ということです。そういうこ
とをする⼈になろうというテーマです。
村井ガバナーはインスピレーションを読み替えてく
ださいと⾔っておられます。どう読み替えるのか、
「（前進する活⼒を感じる⼈）になろう」
「（気づきや刺激を与える⼈）になろう」
あなたはどう読み替えるのかを問題提起しておられま
す。皆さんはどう読み替えられますか？
とりあえず、私は「⻄名古屋分区を活性化させる⼈」に
なりたいと思っております。
第 2760 地区の今年度村井総⼀郎ガバナーは 2012
年から 14 年まで３年間地区の職業奉仕委員会委員⻑
をされております。職業奉仕に造詣が深く「超⼊⾨ 職
業奉仕の⼊⼝」という冊⼦も書いておられます。
村井ガバナーが定められた地区活動⽅針は
「あなたの街でロータリーを、あなたの街からロータ
リーを」です。村井ガバナーは、街を地図上の区域だけ
でなく、もう少し広く捉えられております。街とは・・・
活動の拠点、⽣活圏、サイト、クラブなど⾃分⾃⾝が活
動している街、地域、⽣活圏、クラブでまずしっかり⾜
下で奉仕の理念を学び、実践しましょう。そして、その
活動をあなたの街から広げていきましょう。ガバナー
は分区内交流を⾏い他クラブ訪問で⾃分のクラブの良
いところ、改善すべきところを認識して下さいと勧め
ておられます。ポリオ撲滅については国際ロータリー
が最も⼒を⼊れている活動です。
「ロータリーディを楽
しみましょう」ＷＦＦでの活動も市⺠とのふれあいが
実践できます。
ご紹介したとおり、村井ガバナーは⽇本の伝統的な
ロータリーそのものの⽅です。地域を代表する職業⼈
の集まりがロータリークラブである奉仕活動の根幹は
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職業奉仕であり、ロータリーで学んだことを職業
に⽣かして社会に奉仕すべきであるというものだ
ったと思います。ほとんどの会員、私もそうです
が、ロータリークラブの魅⼒は職業⼈の集まりと
いう点に感じていると思います。ところが今の国
際ロータリーの主流は⼤きく変わってきており、
職業⼈であることは求められなくなっておりま
す。奉仕の中⼼は社会奉仕でありロータリークラ
ブは社会奉仕団体である、職業奉仕は死語になり
かけている、と変わってきたそうです。
この 2 つをどう両⽴させていくのか、村井ガバナ
ーが苦⼼しておられるところと思います。
⻄名古屋分区の活動をご紹介します。
先程お話したとおり 10 ⽉ 27、28 ⽇に久屋⼤通
公園で開される「ＷＦＦ」、2019 年 2 ⽉ 18 ⽇(⽉)
名古屋観光ホテル「⻄名古屋分区Ｉ.Ｍ.（インター
シティミーティング）」特別講演はロボット⼯学の
第⼀⼈者⽯⿊ 浩⼤阪⼤学栄誉教授です。村井ガ
バナーには卓話「職業奉仕の進むべき⽅向」を予
定しています。2019 年 3 ⽉ 3 ⽇(⽇)東⼭植物園
「桜の回廊プロジェクト」、「分区内交流」など多
岐に渡ります。

会長幹事懇談会 11：30～12：10

クラブ協議会 13：40～15：00

⽉

日

今後の例会予定
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村井ガバナー公式訪問
名古屋瑞穂 RC と合同例会

12

休

19

卓話「⽶⼭奨学⾦の現状について
地区⽶⼭記念奨学委員⻑ ⼭⽥ 直樹君

26

例会変更 「WFF 参加」
10 ⽉ 27 ⽇ 1１：３0
久屋⼤通り公園
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港友例会

9

卓話
第 2760 地区パストガバナー
第 2 ゾーン ロータリー財団
地域コーディネーター補佐
服部 良男君

16

例会変更 「地区⼤会」
11 ⽉ 11 ⽇(⽇) 蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話
「ロータリー財団 今、やるべきこと」
地区奨学基⾦・平和フェローシップ
副委員⻑ 猪⼦ 恭秀君
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年次総会
第２回クラブフォーラム

14

例会変更 「忘年家族会」
12 ⽉ 13 ⽇(⽊) 16 階ボールルーム

21

港友例会

GETS でよねやま親善大使がスピーチ
9⽉3⽇〜4⽇に都内で開催されたガバナーエレクト
研修セミナー（ＧＥＴＳ）の2⽇⽬午後・閉会本会
議において、当会の⼩沢⼀彦理事⻑と岩邉俊久事務
局⻑が⽶⼭記念奨学事業の現況報告を⾏いました。
⼩沢理事⻑はこの4年を振り返り、「⽶⼭ほどロータ
リーのためになり、平和のためになるプログラムは
ない。ぜひこの奨学事業に参画していただきたい」
と、ガバナーエレクトにメッセージを送りました。
続く「学友 3 名のスピーチ」のセッションでは、ロ
ータリー財団（グローバル補助⾦）学友と ROTEX 学
友と共に、よねやま親善⼤使のアブデルアール・アハ
メドさんが登壇し、「⽶⼭奨学⽣に選ばれて〜奇跡の
出会い〜」と題してスピーチしました。⺟国エジプト
の紹介をはじめ、「誰がカウンセラーかわからないく
らい、皆さんにお世話になった」という世話クラブと
の交流、研究の傍ら尽⼒する、⽇本の⼦どもたちへの
異⽂化交流活動についての思いなどを語りました。ア
ハメドさんならではの、ユーモアたっぷりのスピーチ
に会場は何度も笑いに包まれ、終わりには⼤きな拍⼿
が送られました。
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寄付⾦速報―10 ⽉の⽶⼭⽉間に向けて―

8 ⽉までの寄付⾦は前年同期と⽐べて 0.7％減（普
通寄付⾦:1.4％増、特別寄付⾦:4.4％減）となりまし
た。昨年 1 千万円の⼤⼝寄付をいただいたこともあり、
前年度⽐では多少減少したものの、直近 15 年間では
2 番⽬に⾼い寄付累計額となりました。⼼より厚く御
礼申し上げます。当財団は内閣府より「公益財団法⼈」
の認定を受けているため、当奨学会への寄付⾦には所
得税、法⼈税の税制優遇が受けられます。相続税も⾮
課税となります。今年度もぜひご協⼒ください。詳細
は当会ホームページをご覧くださいますよう、よろし
くお願いいたします。
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新年港友例会
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