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本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 12,000円 79,000円 91,000円

財 団 8,000円 29,000円 37,000円

ポ リ オ 0円 7,000円 7,000円

米 山 6,000円 35,000円 41,000円

周 年 0円 1,000円 1,000円

計 26,000円 151,000円 177,000円

◇ 点 鐘 １３時３０分

◇ 国歌斉唱

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

第１グループガバナー補佐

佐久間 博 一 様

◇ 笠倉正弘 会長

佐久間ガバナー補佐さん、ようこそ

三浦へ、本日は宜しくお願いします。

先月28日の月曜に南西RCとの合同例

会では大勢の参加を頂き有難うござい

ました。楽しい、ためになる集まりだっ

たと思います。それにつけても南西さんの会員数が現

在18名と聞いてびっくりしました、会員の減少にさぞ

大変な事とおもいきや、あまり心配してない様子で、

出席された南西の皆さんは意気軒昂で少数精鋭クラブ

と割り切っているのかもしれません。

今日は10月始めての例会です、10-11日の土日にか

けては2780地区の大磯での地区大会、12日は芋畑のつ

る刈、そして翌週の木曜日には恒例の芋ほり例会とつ

づき22日はガバナー公式訪問、29日は米山セミナー報

告と加藤会員の卓話と休む間もない感じのスケジュー

ルがいっぱいです。

三浦クラブは今、会員拡大委員会を中心に新入会員

の獲得に奔走中です。今まで10名の人にアタックをか

けています。私も一緒にやっていて多くの人との話を

する中でいろいろな事が見えてきます。三浦ロータリー

の認知度、受け止め方、会費（費用対効果のような価

値観）ロータリー活動って何だろう、どこに価値があ

るのか等自分自身が今を考え、三浦RCに居るのは何処

に価値観を感じてやっているのかを考えさせられる事

です。結果はともあれ、この会員拡大をやっていると

自分自身がロータリーを見つめるきっかけになり、皆

さんもこれからもロータリーをやっていくのなら是非

一緒に参加されたらどうでしょうか？きっと自分の為

になると思います。

今日はせっかくの機会ですから佐久間さんに何でも

聞いて下さい。

10/22の公式訪問に向けてなんでもいいですから質問

を行い自分の疑問が納得できるようにして下さい。
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◇ 菊池 恵 幹事

※結婚記念日お祝い

加藤 文幸 Ｓ３５．１０．１８

星野 英夫 Ｓ４７．１０． ７

菊池 恵 Ｓ５２．１０．３０

※ガバナー月信

※ロータリーの友

※２０１２～１３年度ガバナー・ノミニー選出の件

※２００８－０９年度財務の監査報告の件

※小田つかささん交換学生月例報告書

※アチェチャリティコンサートお礼状・

アチェ子ども図書館プロジェクトについて

※週報 横須賀西・横須賀南西・逗子ＲＣ

※例会のお知らせ

横須賀北・横須賀南・横須賀西・横須賀南西ＲＣ

※赤い羽根共同募金への協力についてお願い

※口と足で描いたクリスマス、お正月、楽しい冬の絵

◇

吉田 益夫 委員長

会員総数２７名 本日出席１２名、本

日欠席１４名 出席率４６．１％

ＭＡＫＥ ＵＰ

高木会員１回により、出席率４６．１

％となります。

◇

秋本 清道 副会長

佐久間博一様 ガバナー補佐としての

仕事をうけたまわってきました。よろ

しくお願い致します。

笠倉正弘 佐久間ガバナー補佐ようこ

そ三浦へ。会員の皆さん本日は時間の

許す限りお付き合い下さい。

菊池 恵 佐久間ガバナー補佐ようこそ三浦へ。宜し

く御指導下さい。結婚祝いありがとうございます。33
回目です。

秋本清道 少し遅れました。佐久間ガバナー補佐お役

目ご苦労様です。

星野 雄 佐久間ガバナー補佐ようこそ三浦クラブへ

起こし下さいました。本当のお父さんとのお話し楽し

みに致しております。

芹川直行 遅刻申し訳ありません。コンピューターの

故障で修理完了したのが12：10で着替えるひまもあり

ませんでした。

鈴木康仁 佐久間ガバナー補佐、本日はよろしくご指

導お願い致します。

鈴木正孝 佐久間ガバナー補佐、荒天の中ようこそ三

浦へお出で下さりありがとうございます。今日はよろ

しくお願い致します。

高木 巖 佐久間ガバナー補佐ようこそ。

吉田益夫 佐久間ガバナー補佐、本日は遠い三浦クラ

ブまで御苦労様です。よろしくお願い致します。

◇

第１グループガバナー補佐 佐久間博一 様

皆様こんにちは！第１グループガ

バナー補佐の佐久間でございます。

本日はよろしくお願い致します。

三浦ＲＣでは10月22日にガバナー

公式訪問がございますので、その２

週間前の本日、前座として私より卓

話をさせて頂きます。

卓話の内容は各グループガバナー補佐にまかせられ

ておりますが、私がジョン・ケニーＲＩ会長の方針か

ら、国際ロータリーのテーマの意味合いですとか奥津

ガバナーの考え方まですべてお話ししますと、当日ガ

バナーがお話しする事がなくなっては申し訳ありませ

んので、私の自己紹介と思い出話しをさせて頂く予定

でおります。

（自己紹介）

まず、私の自己紹介をさせて頂きます。

1944年（昭和19年）11月によこすかで生まれまして、

今年の誕生日をむかえますと、年金受給年令の６５才

になります。戦争中は関西方面に疎開しておりました

が、幼稚園頃から再び横須賀に戻りまして、育ての父

親が歯科医師でしたので、その２代目となるべく、まっ

すぐ歯科医師への道を歩み、大学院、大学非常勤講師、

総合商社歯科医長を経まして、昭和52年、32才の時に

横須賀の汐入で開業しておりました父親の診療室に戻っ

てきました。それからさらに32年が経過する中で色々

な経験を生かして、今年の４月から横須賀市歯科医師

会の会長にも就任しております。

ロータリークラブには大学の大先輩からお話しを頂

きまして、「ロータリークラブは何の団体ですか？」

と質問しますと、「奉仕する団体だよ」とのお答えで

したので、即決で「入らせていただきます！」と答え

たことを覚えています。小佐野ＰＧのお父親の小佐野

皆吉会員、当時の横須賀商工会議所会頭という大変き

びしいロータリアンの推薦で、昭和56年の８月36才で

入会しました。今月28回目のロータリアンとしての誕

生日を迎えることになります。（横須賀ＲＣでは名札

が入会順になっておりますが、14番目になってしまい

ました。）

この28年間で横須賀クラブの三役から各委員長も数
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多く務めてまいりましたので、さぞかしロータリーに

関して精通していると皆さんはお思いでしょうが、全

くそのようなことはありません。私は心と体でもって

ロータリー精神を身につけるよう肌で感じるよう努力

してきまして、理論派のロータリアンではありません。

言葉で「ロータリー精神」とは何か？職業奉仕とは

何か？超我の奉仕とはどういうことか？等説明するこ

とは大の苦手です。いいかえればロータリーについて

勉強しようとしなかった単なる「なまけ者」といえる

かもしれません。その意味からガバナー補佐という大

役が務まりますか大変不安です。しかし私としまして

は、多くのロータリアンとお知り合いになれるチャン

スが増えますので、ロータリーに入ってのまた一つ楽

しみが増えました！という気持ちで今年一年間頑張っ

ていくつもりでおります。

（地区の行事）

では続いて奥津ガバナー年度のいくつかの行事につ

いてお話しておきます。奥津光弘ガバナーはこの７月

１日、第2780地区の第21代ガバナーに就任されました。

今月５日（月）ガバナー補佐連絡会議が開催されまし

て、その時のお話しが最新版になりますのでその日の

情報を含めていくつかご説明申し上げます。

（１）ロータリーは100年を超える歴史の中で４回の

危機がありました。第１回目は第1

次世界大戦、第２回目は昭和初期の大恐慌時代、第３

回目は第２次世界大戦、そして第４回目は今回の世界

的大恐慌です。ＲＩの資金が２億2200万ドルの含み損

になっておりましたが、現在その含み損は多少減って

はきてはいますが、ＲＩが資金不足に陥っていること

にはかわりなく、教育的プログラムを減らして、人道

的プログラムに切り替えていく方針だそうです。従い

まして、国際親善奨学金制度の見直し、（希望者が減

少！！ＧＳＥについて2010年以降は来日と派遣が交互

になります。このような中でＲＩが今１番力をのれて

いるのが「ポリオの撲滅」でした。完全に撲滅するま

で努力していく方針です。ビルゲイツとＲＩが協力し

て、２億ドルを調達するために、募金の予定を１年延

長して2,000円／１人×今後３年間継続して協力をお

願いしますが、）もし３年間で目標額に到達しない時

には、2780地区ではＤＤＦから補充して処理していく

方針だそうです。

（２）会員増強について

ジョン・ケニーＲＩ会長も奥津ガバナーもともに会

員増強・会員維持を強く訴えておられます。質的にも

量的にも会員組織を世界的に拡大することに重点をお

かれています。またかって会員だった方と継続的に交

流していく中で、再び入会していただくような努力も

してほしい。そして各クラブ会員の10％の入会者をつ

のる努力、そして年度末には純増１名にはなるように

努力してほしいとのガバナーの意向です。

（３）広報を活用して公共のイメージを高めていきた

い

地域の方々ではライオンズクラブは知っていてもロー

タリークラブはあまり良く知らないという事が多いの

が現状のようです。地域の方々にもロータリーを知っ

てもらう努力を積み重ねていく中で新しい会員の発掘

にもなり、また他の団体と協力した活動もできるよう

にしていきたいということでございます。

（４）水と保健と飢餓救済そして識字率の向上は本来

なら各国政府がやるべき事業ですがそれができないの

でロータリーが援助の手をさせのべているわけでして、

ＲＩ会長は７つの優先活動項目のうち３番目に掲げて

いますがどうも泥沼状態といえそうです。

（５）奥津ガバナーの基本的方針はＲＩ会長の方針に

のっとりますが、日本には米山梅吉さんという、すば

らしい先駆者がいますので、東洋の感覚のロータリー

のあり方を考えていきたい。アメリカに追従した形の

ロータリーである必要性はないというガバナーの意向

です。米山梅吉さんの言葉を大切に継承して行きたい

と話されています。すなわち「ロータリーは友達づく

り、人づくり！」「ロータリーは人生の道場！」この

ような気持ちを徹底していきたいと強調されました。

（６）財団寄付金と米山寄付金

財団寄付金はＲＩの方針として１人100ドルを！と

していますが、2780地区では１人180ドルを継続的に

お願いしてきています。これは３年後ＤＤＦとして活

用できる予算組みの関係から１人180ドル以上でお願

いしてきておりますのでよろしくお願い致します。ま

たガバナー月信では１人80ドルと印刷ミスをしており

ますが、100がぬけてしまいました。又、米山の寄付

金も例年通り１人20,000円以上でお願い致します。

（７）地区大会について

今週の土曜日10月10日（土）が会長・幹事会で11日

（日）が本会議でして、抱く年と同じ大磯プリンスホ

テルで秦野中ロータリークラブがホストをしてコホス

トはなしで開催すると頑張っているようです。記念講

演には元中日韓国大使のチェ・サンヨン氏で「日韓に

よせるロータリーのねがい」という演題です。チェ・

サンヨン氏は元米山奨学生でして、年に地区内で一名

「ホームカミク制度」を活用して来日費用がまかなわ

れているそうです。ＲＩ会長代理には元ＲＩ副会長の

マイケルマクガイン氏、アメリカメイン州サウスポー

トランドケープエリザベスＲＣのメンバーの方で小沢

前ＲＩ理事の友人と言う事で来日されるようです。

（８）オンツーモントリオール国際大会

2010年の６月20日から６月23日までカナダのモント

リオールで国際大会が開催されます。国際大会の委員

として、世界から６名選出されたメンバーのお一人に

小沢前ＲＩ理事が就任されてます。エレクトは2780地

区から（１クラブ５名程度の）350名程の参加を呼び



かけておられましたが、ＲＩ公式旅行社の東日慣行に

飛行機もホテルもおさえられて2780地区が企画してお

りますが、130名程しか確保できていないようで１ク

ラブ１～２名の参加になりそうです。東日観光より20

％安く！！旅費・ホテル代込み１人25～30万前後でい

けるような計画をしていますが、11月頃には具体化す

るはずです。日本語の同時通訳もつきますので言葉の

問題もなく、奥様同伴で楽しんで頂ければと思います。

2010年６月19日出発で６月25日の帰国の予定と話され

ていました。また閉会式が大変感動的な式典になると

いうことで、是非最後まで楽しんで下さい。

（９）ロータリー情報委員会からのお話しですが

ＣＬＰについて、地区内ですべてのクラブが実施さ

れるようになりましたが、地区から与えられた組織表

をそのままうつしただけのクラブがほとんどという現

状で、結局昔と変わらない運営を行っているようです。

ＣＬＰは長期計画化されているものだそうで、その内

容が何なのかまだよくわかっておりませんので、地区

情報委員会が研究して、その結果を会員の皆さんに知っ

てもらうようにしたい！！

（10）地区広報委員会から

かっては全国会員名簿電話帳２冊がありましたが、

個人情報保護の問題から現在は作られないことになり

ましたので、どこかに旅行した時に、是非ロータリア

ンの旅館に泊まりたくても、レストランに行きたくて

も、情報を取れない現状にあります。

そこでインターネットを活用して2780地区だけでも

ロータリアンの情報を広めようという活動を始めます。

参加を希望するロータリアンを募集して、公開の範囲

は４段階程度に区分する予定で、11月頃までにシステ

ム製作をしていくそうです。ちなみに参加する費用は

無料で、地区ですべて負担します。

（11）ＧＳＥ委員会について

2009～10年度はまだ派遣と来日ともに実施します。

米国コネチカット州のハーフフォード市を中心にマサ

チューセッツ州の両州にまたがった7890地区と交換す

ることになっています。来日予定は2010年３月13日

（土）～４月10日（土）（３月～４月の桜の見頃に予

定）派遣予定は2010年４月17日（土）～５月15日（土）。

また例年通りのご協力をお願い致します。

（12）2009～10年度青少年交換の学生について

チャールズ・ジャック・ジョンソン君

オーストラリアの9780地区ベルモントＲＣ、受け入

れクラブは横須賀西で2010年１月に来日し三浦学園高

校に入学を予定しています。よろしくお願い致します。

（13）ライラは今年度は実施しないということです。

（14）週報の中にすでに記載されておりましたが、来

年２月10日と11日に「新会員の集い」が湯河原で開催

されます。12月までの間に新会員を１人でも２人でも

入会して頂き、新会員教育の場として活用して頂けれ

ばと思います。昨年度は初めて企画されましたが、新

会員が大変勉強になったし、親睦も深めることができ

たそうですので、まずは新会員を入れるようよろしく

お願い致します。第１グループ各クラブ１～２名会員

増強できるよう私も頑張っていきたいと思います。

（体験談）

続きまして、私がロータリアンとして、皆さんと一

生の付き合いをしていきたいと考えたきっかけの話し

とロータリアンになって、こんな幸福がもらえたとい

う私の体験談をお話しいたしますが、皆さんもこのよ

うなきっかけ、体験があれば、どんな苦しい時もロー

タリーをやめようとは思わないのではないか！と考え

ますので、最後にお話し致します。

私が横須賀ＲＣに入会した当時は会員数80名程度で、

平均年令は58～59才で、36才の私にとりましては、父

親程の長老の方ばかりでして、毎例会が緊張と苦痛の

連続でしたが、反面横須賀のこのような立派な方々の

お仲間に入れていただいて良いのだろうか？ととまど

いました。その中でリラックスしてメークアップでき

た例会がローターアクトでした。私が彼等の年令に一

番近いということで、すぐローターアクト委員、委員

長、パスト委員長として３年間付き合う中で、当時25

9地区で県全体で24クラブ程あったアクトの中で２番

の会員数をほこるクラブまで成長しました。現在は当

時のアクトのメンバーが横須賀クラブの会員として活

躍されている姿を見るにつけ、大変うれしく思います。

しかしなんといいましても、当時の例会は緊張の糸

がはりつめていた感じでして、いつ、どのような理由

で退会しようかと考えながらも、出席率はメークアッ

プをふくめて100％だった記憶があります。

入会して１年がたった頃に、私が所属しております

カトリック教会の神父さまから「韓国の歯科医師が来

日しているので、話し相手になって下さい」といわれ

まして。神奈川県歯科大学の研究室員の丁海瑛先生と

知り合いました。ある日「佐久間先生はどなたかロー

タリアンの方知りませんか？」と言われましたので、

「私がロータリアンですヨ！」と答えますと、「米山

奨学金制度に申し込んで大学院に進学したいので先生

が紹介者になって下さいませんか？」と言われまして、

申し込み期限を聞きますと「３日後です！！」という

答えにビックリしましたが、とにかく私の患者さんで

もありました石渡パストガバナーに連絡しますと、

「早急に幹事さんに連絡するように！」との指示を頂

き、その通りに動きました。大変お忙しい中、当時の

三役（稲垣会長、上林副会長、長沢幹事）がその日の

晩に面接しましょう！という連絡を頂き、事務局を含

めてみごとな連携プレーで３日後、横須賀ＲＣの推薦

状をもらい、直接米山奨学記念会に書類を持参する彼

の笑顔を覚えています。約１ヵ月後「合格しました」

との報告、そして日曜日に教会で会った時、「合格し



ました！」とうれしそうに握手をしてきた時の彼の笑

顔が忘れられません。当時は大学院の４年間続けて奨

学金の支給がありましたので、彼は卒業するまで安心

して頑張っておりました。その４年間私は彼のカウン

セラーを務め、毎月彼の様子を地区まで報告書を書く

作業は大変でしたが、彼が無事卒業してソウルに帰り、

開業しながら大学の非常勤教授として活躍している姿

を歯科医師会のメンバーと共に何度か韓国を訪問しま

した。現在も交流を続けておりますが、彼の笑顔を思

い出すたびに、ロータリーは良い仕事をしているナ！！

このような素晴らしい活動をしているロータリーのメ

ンバーでいることに誇りを持ち、一生の付き合いをし

ていきたいという気持ちをかためました。

もう一つロータリアンになってこんな幸福を感じる

ことができた喜びの一件についてお話し致します。

先程私の自己紹介のときに「育ての父親が歯科医師

でありましたので！！」という一言を覚えていらっしゃ

ると思いますが、私の生みの両親は私が２～３才の頃

離婚しまして、私は生みの母親にひきとられました。

その母親の姉夫妻に子供がいなくて、歯科医院の跡取

りがほしいということで、小学校１年生から養子に入

ることになりました。

私は歯医者にならなければいけない！なれなかった

らこの家を出て行かねばならない！と考えて、小学６

年生になった時、田浦にある私立の中学校に合格した

ら、医者でも歯医者でもられると親に言われまして、

必死に頑張って無事合格した時、私の人生はこれで安

泰かとも考えました。

しかしいつも心の中に生みの父親はどんな人で、ど

こに住んでいるのだろう、という気持ちは心のすみに

ありました。父親の写真も思い出の品もすべて母親は

捨ててしまいましたので、３才頃別れた父親について

知る術がまったくありませんでした。

50才を超えたある日、診療している所に母親が名刺

を持ってきて「こういう人が玄関に来ているけど、会

いますか？」と言われ、名刺を見ると明らかに生みの

父親の名前です。育ての両親がまだ元気でしたから、

会って良いのか悪いのか迷いながらも少し待ってもら

い、「今会わなければ、死ぬまで会えないナ！！」と

考えました。帰ろうとしている父親を玄関の外まで追

いかけて行き、約48年ぶりにとういうか初めて見る父

親が、とても小さく縮んで見えました。

大阪で鉄工所を経営していて、毎年東京に出張の帰

りには横須賀に寄り、汐入の商店街で買い物をしなが

ら、佐久間歯科医院のうわさ話を聞いては帰っていた

ようです。玄関先で５分程度の会話で別れましたが、

大阪で再婚して、子供も二人いることを知り、半分血

のつながった弟妹にも会いたいという気持ちと、幸せ

にしている家庭の中に私が入り込んでいくことはでき

ない！！と思いながら、名刺の裏を見てみますと、摂

津市工業クラブ会長・摂津市交通安全協会会長等、多

くの役職を務めている中で、摂津ロータリークラブ会

員という一字を見つけました時に「これだ！！」と思

いました。

翌年大阪で障害者歯科学会が開催されましたので、

それに合わせて摂津ロータリーの事務局に電話して、

例会開催日時と新大阪から会場までの交通機関を確認

しました。当日新幹線のホームまで私を迎えに来てく

れた父と共に、摂津ロータリークラブ例会に出席する

ことができました。一緒に例会に出席し、ロータリー

ソングを歌っているうちに約50年間のわだかまりをす

べて捨て去って親子の絆を取り戻すことが出来ました。

例会終了後「どこのホテルを予約したのか？」と聞か

れましたので「南海ホテルです」と答えホテルまで送っ

てくれるのかと思いましたら、「じゃー、キャンセル

して家に来い！」と言われ、「いいのかナ？」と思い

ながら、半分血のつながった弟と妹とも初めて会うこ

とが出来たのです。

その後父が攝津ＲＣの会長に就任した時には、その

第１例会にメークアップして、お祝いのニコニコを入

れましたが、その時に幹事さんが「今日のビジターの

佐久間さんと小坂会長は何か似ていませんか？」と会

員の皆さんに問いかけた後、「実は本当の親子なんで

すヨ！！」と発表されました。そして会員の皆さんか

ら祝福と歓迎を頂いた時、「あー！ロータリーに入っ

ていて良かったな！！」としみじみ感じました。父親

がどのような人か分からない時にはホームレスになっ

ていても会いたいナー！！と思っていましたが、大阪

で成功してロータリアンになっていることが分かった

時の喜びは大変大きかったです。

また、私と半分血のつながった弟には、自分の鉄工

会社をつがせず、「お前は歯医者になれ！！」と命ぜ

られて、妹に会社をつがせたようです。弟はなぜ自分

が歯医者になるのかわからなかったようですが、私と

会うことによって理解したようです。生みの父親とし

ては、兄弟がいつか歯科医師会の中で出会える日があ

れば良いと考えていたようです。

それから５年程して父は他界しましたが、病室で父

と私と弟と妹の４人になった時、父は涙を流しながら

「ようやく４人一緒になれたナ！！」とお互いの手を

つなぎ合った時の感触は忘れられません。その後、も

ちろん弟、妹とも交流を続けております。できれば弟

いは近いうちにロータリーに入会してもらおうと思っ

ています。

ロータリーのメークアップというシステムがあれば

こそ、私達はどこのクラブに行っても歓迎され、親し

くお話しができ、人間関係の輪が広がるのです。

皆さんおおいにメークアップして下さい。そして人

間の輪を広げて下さい。そして、おおいにロータリー

を楽しんで下さい。


