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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2521 回例会 №11
2018 年(平成 30 年)10 ⽉ 5 ⽇(⾦) ⾬
「君が代」「我等の⽣業」

村井ガバナー公式訪問
出席報告
会員 71 名中 出席 55 名 出席率 77.46％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト 第 2760 地区ガバナー
村井總⼀郎様
地区幹事
佐々⽊利政様
⽶⼭奨学⽣ グエン ティ カ リンさん
⽶⼭奨学⽣ グエン ダウ ハイ ゴック君
○ビジター
第 2760 地区筆頭副幹事
⾼須 博久様
地区スタッフ 三浦 裕司様

会長挨拶
名古屋瑞穂ＲＣ会⻑ 平野 好道君
本⽇はガバナー公式訪問を名
古屋みなとRCのホストで開催い
ただくという事で、名古屋みな
とRCの皆様には感謝申し上げま
す。
先ほどガバナー、地区幹事と
共に⼊場をいたしまして、
ガバナーへの拍⼿のおこぼれを頂戴いたしました。
本当にありがとうございます。名古屋みなとRCさん
との合同例会は初めてではないかと思います。 私
ども名古屋瑞穂RCでは、親⼦関係クラブの南、東
南、名南と年に1回合同例会を開催しており、合同の
ゴルフコンペも開催しておりまして、昨年は名古屋
瑞穂RCが優勝しております。最近の⼊会者の基準は
ゴルフがうまくないと⼊れないのではないかという
ぐらい、ゴルフのお上⼿な⽅ばかり⼊会されていま
す。今の基準ですと私は⼊会できなかったのではと
思っております。新しいクラブとの例会は、知らな
いことや新しいことがあり、なかなか楽しいなと思
っております。

R.I．会長 バリー・ラシン

先ほど外で待っている時、名札を渡されました。
⼤体ロータリーではロータリーバッジを模して丸
いのかと思いきや四⾓でして、SAAにたずねたと
ころ、このクラブには四⾓四⾯、真⾯⽬な⼈が多
いので四⾓なんだとお聞きしました。握⼿をする
という慣習も初めてのことで、あのように多くの
⽅と握⼿をしたのは何⼗年ぶりです。新しい経験
をさせていただきました。今⽇はいつもなかなか
お話し出来ない⽅とお話が出来ることを楽しみに
しています。

会長挨拶
名古屋みなとＲＣ会⻑ ⽥島

伸也君

本⽇は、今年度のメイン
イベントの村井ガバナ
ーの公式訪問です。
2760 地 区 村 井 ガ バ ナ
ー、同佐々⽊地区幹事、
並びに⻄名古屋分区、⾼
須筆頭副幹事、三浦地区
スタッフにもご訪問い
ただいております。
さらに平野会⻑以下名古屋瑞穂ロータリーの皆様
にも多数ご出席いただき、ありがとうございます。
さて、村井ガバナーについてですが、何度かお話
を伺ううち、素晴らしいガバナーだと感じるよう
になりました。シンパシーを感じます。物腰が柔ら
かく、暖かく、上品で博学で申し分ありません。
ただこういう⽅を怒らせると恐ろしいということ
を経験則で学んでおります。したがいまして、今⽇
⼀⽇が何事もなくつつがなく終わることを願って
おります。よろしくお願いします。
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ニコ BOX
(ガバナー公式訪問に伺いました)

村井總⼀郎ガバナー
佐々⽊利政地区幹事
(ガバナー公式訪問に同⾏しました)
⾼須 博久地区筆頭副幹事
三浦 裕司地区スタッフ
(第 2760 地区村井ガバナー、佐々⽊地区幹事、公式訪
問です。⼜、名古屋瑞穂ＲＣの平野会⻑はじめメンバ
ーの皆様にも多数ご参加いただきありがとうございま
す)
⽥島会⻑
(村井ガバナー、佐々⽊地区幹事をお迎えして)
棚橋幹事
(村井ガバナー、佐々⽊地区幹事をお迎えして。ご歓迎
申し上げます)
深⾕君
(ゴルフ会で寺本会⻑杯とダブル優勝しました。
9 ⽉ 26
⽇は皆さんご苦労様でした)
早瀬君
(第 2760 地区村井ガバナーにお越しいただきました。
ありがとうございます)
岩佐君
(本⽇の合同例会よろしくお願いします)
加藤(茂)君
(本⽇の合同例会よろしくお願いします)
⼭川君
(本⽇は村井ガバナーよろしくお願いします) 髙⽥君
(年間 100％出席未達成、ご夫⼈誕⽣祝)
⼩島君
本⽇合計
累
計

講和

44,000 円
953,000 円

第 2760 地区ガバナー 村井總⼀郎様
ここに100周年の鐘がございま
す。8~9kgほどと⼤変重たいも
のです。銘板には第2760地区、
85クラブのクラブ名が記されて
おります。ということは、これ
は2760地区の鐘でございます。
全国の各地区のガバナーに配布

されており、夏の暑い⽇も⾬の⽇も必ず各例会に持っ
ていくようにといわれております。
バリー･ラシン会⻑のメッセージをかいつまんでご
紹介します。「⼀番⼤切なのは私たちがインスピレー
ションになる必要がある」そしてバリー・ラシン会⻑
のテーマ講演より、「変化をもたらすインパクトのあ
る活動を通じて、ロータリーが地域社会の《インスピ
レーション》となることを願っています」この中での
キーワードは「地域社会」の部分です。ロータリーは
「地域社会」に於いてインスピレーションとなってく
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ださいとおっしゃっています。「ロータリーでは、
何がインスピレーションとなるか、つまり、何が
刺激となり、活⼒となるか」であります。
AつまりBであります。従いましてAとBは同じ事を
いっております。何がインスピレーションか、何
が刺激となり、前進の活⼒か、ということはイン
スピレーションとは刺激となり前進の活⼒という
⾵に訳せるわけであります。このあたりまではま
だ分かりにくいかと思います。 Inspirationは
Inspireの名詞形です。Inspireとは、⿎舞する、
刺激する、激励する、発憤させるという意味があ
ります。バリー・ラシン会⻑はこれらを全てまと
めて前進する活⼒となる、と⾔う⾔葉にしたので
はないかと思います。RACや30代〜40代の若い会
員の⽅に、⿎舞するとはどういう⽇本語なのかと
聞かれます。「⿎や太⿎を打って舞を踊って、祭
りや戦の⼠気を⾼める」という意味があります。
⼠気を⾼める、前進する活⼒をつける、これが
「Inspiration」であります。
「the Inspiration」とは「the」が付くことに
よりインスピレーションをする⼈、事という意味
になります。そこで私は「Be the Rotarian,
who（
）the inspiration.」カッコに⼊
る⾔葉はなんですか、と各クラブの会⻑さんに答
えて頂いています。平野会⻑はインスピレーシ
ョンについて、クラブテーマである継続と変化に
かけてお話をされました。⽥島会⻑はロータリー
同⼠でお互いインスピレーションを与え合う⼈
になろうと書いておられます。
インスピレーションになるということについ
て、お話をいたします。インスピレーションとい
う⾔葉の意味に、ひらめきや第六感という意味合
いではないか、という⽅がいます。それはインス
ピレーションを感じるという意味の⽅です。イン
スピレーションを感じようと、インスピレーショ
ンになろう、とは意味合いが違います。例えば私
が休みの⽇、公園に⾏ったり、ウォーキングに⾏
き、もう少し歩くと展望台というところまで歩い
ていたとします。展望台の⼿前にベンチがあり、
あともう少しだと思いながらそのベンチに腰掛
け、⽔を飲んだり汗を拭いたりしています。そこ
へ⼀陣の⾵がスーッと⾸筋に当たります。そこで
ハッと我に返り、展望台まで歩くんだったと重い
腰をあげてまた歩き出します。⾵がインスピレー
ションとなり、私はインスピレーションを感じた
わけです。ロータリアンはそのインスピレーショ
ンになって欲しいということです。⼈を動かすだ
けの活動や⾔動を持って、インスピレーションと
なろうというわけです。先ほどこの鐘を叩かれま
した。いい⾳のする鐘だと思います。この会場の

端まで聞こえたと思います。鐘が聞こえた、感じたの
ではないのです。皆さんにはこの鐘になって欲しいの
です。⼀⼈⼀⼈が、1つずつのクラブが、ロータリー
の活動が鐘の⾳のようにまわりに影響を及ぼし、より
前進できる活⼒を与える、そんなロータリアンになり
ましょうということが「Be the Rotarian」という⾔
葉の中に含まれているわけであります。まとめます
と、インスピレーションは感じる側ではなく、送る側
になりましょう。送り⼿でないと⼈は動きません。前
進する活⼒を与える側になりましょう。これが「Be
the inspiration」であります。
ではそれをどこで実践するかですが、ここで出てく
るのが「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。まずはあなたの⾝近なところ
でインスピレーションになりましょうとこのテーマを
提唱したわけです。副題は〜ロータリーの奉仕の理念
を学び、奉仕の実践をしよう〜です。あと1ヶ⽉経ち
ますと地区⼤会が蒲郡で開催されます。ホストクラブ
は蒲郡RCで、私も同じく東三河のRCです。偶然とは
いえ東三河のガバナーとホストクラブ。出来ることな
らば地元、蒲郡で開催してもらえないかとお願いをし
ました。ご快諾を頂きましたが、開催する側は⼤変で
す。ですが⼼のおもてなしは負けないようにやりま
す。不備な点もあるかと思いますがお許し下さい。そ
してぜひとも蒲郡へ⾜をお運び下さい。地区⼤会への
登録を多くの⽅にして頂きありがとうございます。当
⽇のご参加もよろしくお願いします。
あなたの街でロータリーを！ということだから、社
会奉仕や清掃活動をすればよいのか、というとそうで
はありません。ロータリーとは団体で奉仕の理念を学
び、団体で奉仕の理念の例を⽰す。奉仕活動というも
のは、個⼈として⾏うものです。皆様は事業に関わっ
ておられます。事業所はあなたの街にあるはずです。
そこで職業奉仕をすることが「あなたの街でロータリ
ーを！」です。職業奉仕も社会奉仕もあなたの街でや
りましょう。それが「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!」ということでありま
す。奉仕の理念、これを持ってあなたの街でロータリ
ーをしていただきたいと思います。そうでないとRC
は他の団体と何ら変わりがなくなってしまいます。ロ
ータリーというのは、お⾦持ちの⼈がお昼休みに集ま
って、美味しい⾷事をして、為になる話を聞いて解散
する。⾒⽅によってはそうかもしれません。ですがロ
ータリーは活動であります。なんの活動をしているの
か。奉仕の理念を広めていくということです。ロータ
リーが100年もの間、なぜ続いてきたのか、奉仕の理
念というものを伝え続けて、伝えあっているからこそ
続いているのです。その伝え続けている奉仕の理念と
はなんでしょうか？ということを考えてみたいと思い

ます。
奉仕の理念とは、思いやりの⼼です。思いやり
の⼼とはなんでしょう？あなたがして欲しいこと
を他の⼈にもしてあげましょうということです。
あなたの幸せが私の幸せ、あなたの喜びが私の喜
び、それが思いやりの⼼の根幹です。共に感じ共
に⽣き、共に喜ぼうということです。
最近、⾃然災害が⽴て続けに起こりました。阪
神淡路⼤震災の頃と⽐べ、ボランティアのネット
がかなりしっかりしてきました。昔は必要なとこ
ろに必要なものが⾏き渡らない状態でした。今で
は、⽔の欲しいところには⽔が、必要なところに
届くようになりました。まだごみの⽚付けなどを
⾒ておりますと、RCの⼒で何とかならないかと思
います。
アメリカではロータリーの勧誘の際、ロータリ
ーについての詳しい説明はしません。興味がある
⼈にはまず⼀度ロータリーに来てみたらどうです
かと誘い、⼀緒に活動をしてみるという勧誘⽅法
なのだそうです。でもそれでは他の奉仕団体と何
ら変わりはありません。⽇本のロータリーがなぜ
ここまで発展してきたか。この思いやりの⼼を伝
えあっているわけであります。では思いやりの⼼
はそれだけでいいのか、ということですがここに
⼀つの決まりがあります。ロータリーには4つの
テストがあります。そこに倫理性、⾼潔性をもっ
ているかどうか。⾃分たちの欲得、個⼈の利権の
ためにいくら相⼿の喜びが私の喜びであったとし
ても、それはやってはいけないことだというのが
RCなのです。⾼潔性と倫理性を持たせているわけ
です。
さて、その思いやりの⼼はどこで学ぶのか。そ
れは例会で学ぶのです。例会に参加をして親睦を
図りましょう。親睦とは奉仕を共にする仲間作り
であり、⼼の友を作るのが本来の親睦なのです。
親睦を通して奉仕する仲間を増やして、奉仕の輪
を広げていかなくてはならないというのがロータ
リーの⼀つの運動であります。そのために例会へ
出て、例会で奉仕を学びましょう。例会は集いで
あります。ロータリーはポールハリスら4⼈の集
いから始まりました。奉仕の理想に集いし友よ、
という歌もあります。皆様⽅が集まってくるから
例会がもたれているのです。例会があるから義務
として参加しているのではありません。皆さんが
こぞって集まってくるから例会においてどんな話
をしようか、どんな勉強をしようか、お互い親睦
を深めようではありませんか。ということであり
ます。そのために私は今回、⾃分のクラブではな
く、他のクラブを⾒ましょうということで、分区
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内交流ということでいろいろな組み合わせを作りまし
た。移動の⾯で不便であるとのご意⾒もいただきまし
た。ですが私はやってみたかったのです。「他国の花
を愛で、⾃国の花の良さを知る、これ観光。」とは中
国の易経の⾔葉です。他の国へ⾏き、他の国の花の良
さを⾒て、⾃国へ帰り、⾃国の花の美しさを感じてく
ださい、ということです。他のクラブへ⾏って、その
クラブの批判をしてはいけません。悪いところではな
く、良いところを⾒つけましょう。⼈の悪⼝を⾔って
ロータリーが成⻑するわけがありません。そこに寛容
の精神があります。⾃分の気に⼊らないことや間違っ
ていることを黙認することが寛容の精神ではありませ
ん。いろいろな多様性を、⾃分の価値観を変えて、い
ろいろな価値観があるんだということを分かった上で
理解していくのが寛容の精神であります。では間違っ
ていることはどうすればいいのか、友愛の精神で間違
っていると教えたらいい。いや、そんなことを⾔った
ら向こうは気を悪くするのでは？その気を悪くさせな
いために親睦して⼼の友を作っておきましょう、とい
うことです。友愛の精神と寛容の精神という2つの精
神がロータリーにあるのはそういう事です。
ロータリーは最初、1業1社で始まりました。いろい
ろな花が集まってロータリーが出来ていました。それ
を今、多様性と⾔っていますが、私は2760地区が同
じカラーのクラブだけでは⾯⽩くないと思っていま
す。名古屋みなとRCさんは名古屋みなとRCさんらし
い花を咲かせ、名古屋瑞穂RCさんは名古屋瑞穂RCさ
んの花が咲いていて、⾊々な所の花壇に⾊々な花が咲
いているからこそ、2760地区は活⼒のある地区にな
っていくと思っております。それぞれの花がお互いの
インスピレーションになる、そんな地区になってもら
えればと思っています。今⽇から、今から皆さん
インスピレーションになりましょう。

第４回理事会議事録
と き １０⽉５⽇(⾦)13：40〜14：30
ところ １６階ロビー
出席者 ⽥島会⻑以下 12 名
審議事項 1.地区⼤会信任状の件
選挙⼈を以下３名選出
会⻑：⽥島 伸也 幹事：棚橋
顯
会⻑エレクト：芹澤 謙⼀
報告事項 1.みやぎ復興マラソンの件
１０名参加。マラソンは４名
4,000 個の「⻘柳ういろう for アス
リート」をスタート前のランナーに
配布予定。
⽉

19
10

11

4

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) 10：00
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

7

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

28

休

例会前懇談会

12

今後の例会予定

日

会

会

