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　　　幹　　事︓秋本　清道
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インスピレーション
になろう

2018 年 8 月 9 日　第 2743 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『我らのなりわい』

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　　第 1 グループガバナー補佐　加藤　元章　様

　

皆さん、こんにちは、大変大き
な台風 13号が関東直撃という
ニュースが報道され、大変心配
しましたが、房総半島が三浦半
島よりだいぶ太平洋に出ていま
すので、少し風が強かった程度
で通り過ぎてしまったようで助
かりました。
本当に三浦はいいところですね。
私の幼いころ、田舎の実家で経験したのは、伊勢湾

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　康仁　会長

台風、隣の平屋の家の屋根が全部はがされ、おじさん、おばさんが泣きながら家へ逃げてきたことを覚え
ています。
ものすごく怖かったな、家の中でブルブル震えていました。
そんな経験から、私の田舎では、台風の予報が出ると、窓や玄関に板を打ち付け、台風の通過を待ってい
ました。
それを考えると本当に三浦は良いところです。
お墓もできましたので、ずっと三浦にいられます。
また三浦市では、埋め立ての開発会社が決まり、2億円の契約金も支払いがあったようで、このまま進ん
でいってくれるといいですが、私たちが生きているうちは無理だろうと思います。
こんないい話が聞こえたと思っていたが、新聞紙上には、三浦マラソンの担当課長が業者と絡み、多額の
使途不明金等が発覚、誠に残念でした。
私の会社もマラソン時には城ケ島大橋の工事現場の片側通行用、エッチ鋼を道路の端まで移動をさせる工
事を担当していましたので、変な架空発注されなくてよかったなと思いました。
この問題も長引きそうですね。
本日は、第一グループ、加藤ガバナー補佐がお見えですので、卓話をお願い致します。
8月 23日には　ガバナー公式訪問となり、大勢の会員の出席をお願いいたします。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・第 1Gガバナー補佐 加藤元章様　
　本日は脇ガバナーの名代として参事情致しまし　
　た。よろしくお願い申し上げます。
・山本達樹　すいません、通常例会初参加で…。
・長島満理子　久しぶりの出席です。
　本年度もよろしくお願いします。
・加藤隆史　ようこそ加藤ガバナー補佐、
　本日はよろしくお願い致します。

ニコニコ BOX 集計報告
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・奥山浩司　加藤ガバナー補佐、ようこそ三浦へ、
　本日はよろしくお願い致します。
　誕生日祝のお礼。早退のおわび。　　　　　　　
・藤喜代司　ガバナー補佐 加藤様、本日は遠路ご来崎ありがとうございます。
　三浦ロータリークラブ、よろしくお願いします。
・長瀬六朗　加藤ガバナー補佐、ようこそ三浦へ。
・笠倉正弘　台風一過。　加藤さん、ようこそ三浦へ
・秋本清道　加藤ガバナー補佐、お役目ご苦労様です。
・鈴木康仁　加藤ガバナー補佐、ようこそ三浦へ。本日はよろしくご指導お願い致します。
・高木　巌　加藤ガバナー補佐、ようこそ三浦 RCへお出でいただきました。

 幹事報告
＊お誕生日祝
　　芹川　直行会員　S31.8.2　
　　大石　精一会員　S30.8.5
　　奥山　浩司会員　S28.8.15　
　　長島満理子会員　S45.8.24　
＊入会月祝　
　　大石　精一会員　（2007年）

　　　　　

＊横須賀西RC週報　2288回～2291回　　　 ＊第1グループ第2回会長幹事会議事録
＊ロータリーレートのお知らせ　1＄＝112円　＊地区大会のご案内
＊2018-2019年度地区大会親睦ゴルフコンペのご案内（再送）　　　　
＊不当要求行為対策セミナー開催のご案内　　＊劇団四季　グループ観劇のご案内

 出席報告 
・会員総数：25名　本日出席：14名　欠席：11名　出席率 56.0％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道、松崎貞男、相澤静夫、鈴木正孝、土田成明、笠倉正弘、長瀬六朗、
                     藤喜代司、　　　　　　岩野　明（理事会）
　以上により、出席率は　96％となります。

本  日 前回まで 累  計
ニコニコ 12,000 17,000 29,000
財 団 5,000 10,000 15,000
ポ リ オ 3,000 6,000 9,000
米 山 4,000 13,000 17,000
周 年 1,000 3,000 4,000

計 25,000 49,000 74,000
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ガバナー補佐　公式訪問　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　横須賀 RC　加藤　元章　様
今年度、第一グループガバナー補佐を任命致しました、横須賀 RC
の加藤元章と申します。
台風という悪天候の後、皆様の貴重な時間をいただきまして、本
当にありがとうございます。
又、この度の西日本豪雨の災害により、皆様のご親戚やお知り合
いが或いは被災されたのではと危惧いたしますが、それらの地域
の方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。
本日は、再来週の脇洋一郎ガバナーの公式訪問に先立ちまして、
その斥候として例会に出席させていただいているのですが、今日
もいつものように普通にメークアップさせていただいているのに
「訪問」という堅苦しい言葉にちょっと違和感を感じて緊張してい
ます。
お見知りおきの方が大勢いらっしゃいますが、簡単に自己紹介さ
せていただきます。

昭和 30年横須賀生まれの横須賀育ちで来月 63歳になります。
学校を出てから１０年程食品メーカーでサラリーマンをした後、
外資系保険会社へ個人事業主として転職、現在は総合保険代理業
に就いています。
1998 年 8月に横須賀 RCに入会させていただき、ロータリー歴は
ちょうど 20年になります。地区では、小佐野ガバナー年度と渡辺ガバナー年度に地区副幹事を経験、米山委員
会、会員増強・維持委員長を経て、この 7月に第一グループ・ガバナー補佐をさせていただいております。
（脇ガバナーからのビデオメッセージ）
脇ガバナーは一言で言いますと、非常に真面目で理論家肌ではありますが、全てのクラブの例会場でビデオと
はいえご自身によるフルート演奏を披露するという暴挙、いや快挙を遂げた 2780 地区初のガバナーの自己紹
介をご覧いただきました。
この中で、脇ガバナーは今年度 6つの地区運営方針のうち、とりわけ「奉仕の実践」と「会員増強」を挙げて
おられておりました。
青少年に対する奉仕の一つでもある財団学生や米山奨学生への支援も訴えられていましたが、米山奨学に関し
ては 8月 25日（土）に辻堂のアイクロスに於いて米山記念奨学会理事長で横須賀 RCの会員でいらっしゃいま
す小沢一彦元 RI 理事のご講演を基調とした、非常に有意義なセミナーがございますので、入会 3年以内の比較
的入会歴の浅い会員の方は是非とも参加いただいて、米山事業に対する理解を深めていただきたいと思います。

ところで、今年度 RI 会長のバリー・ラシン氏の提唱される RI のテーマである「インスピレーションになろう」
と 6つの「地区運営方針」については再来週のガバナー公式訪問時に、脇ガバナーから詳しい説明があると思
いますので、ここでは過去 7カ月のガバナー補佐研修中に私が学んだことのうちいくつかのお話をさせていた
だきます。
まず、これは何年も前の他地区のガバナーが経験されたお話です。
その方が公式訪問の際、宿泊したところでマッサージを呼んだそうです。
そして施術中に「ロータリーのことを知っていますか」と聞いたところ、「知っていますよ。お客さんのような
結構な方々のお集まりだそうで、この間も盲人用の白い杖をいただきました」と。
そのガバナーはやや安心して「ところでロータリーのことはどう思いますか」と重ねて聞いたところ、「白い杖
は方々からもらって、もう 5本も溜まりました。杖をくださるのもいいが、交差点で手を引いて渡してくれた
子供さんの方がずっとありがたかったですよ」と。
モノ不足な時代には金品を贈るだけでも十分喜んでもらうことも出来ました。しかし、豊穣のこの時代にはも

はや財布だけの奉仕には一向にありがたがられず、むしろ一種の侮辱として反感さえも買うことがあります。
問題は財布の中に善意がどの位入っているかにあります。
老人ホームへ大画面テレビを贈るよりは、クラブの会員が自らホームを訪問して老人たちの話し相手になる方
がずっと立派な奉仕になるのではないでしょうか。
世間では、いや一部の会員の間にさえ、ロータリーは団体として奉仕する、すなわち寄付団体と心得ている人
がおります。ロータリーは奉仕する団体ではなく、奉仕を志し、これを実践しようとする人々の集まりです。
ロータリーが協会とか組合とかいわずにクラブと名付ける理由はここにあり、そもそもクラブというのは同好
者の集まりの意味であって、団体として行うのが目的ではないということです。
少し理屈っぽくなってしまいました。もちろん一人ではやりにくい奉仕もあります。
また、どこに奉仕が必要かこれに対してどのように奉仕すべきかなど、ロータリークラブは奉仕への調査研究
機関であるとともに、地域の指導者であるロータリアンに対する奉仕への訓練機関でもあるとも言えます。そ
して、このように考えることによってロータリーの組織やその運営に関する疑問も少しずつですが解けてくる
ような気がします。
　当三浦クラブさんは、皆様「一人あたりの」寄付額において昨年度ロータリー財団への年次寄付額が目標
200 ドル以上に対して 35ドル（達成率 17.5％）、ポリオ撲滅が、目標 40
ドル以上に対して 9ドル（達成率 22.5％）、そして、米山奨学会へは、目標 20000 円に対して 6260 円（達成
率 31.3％）という結果でした。
これも色々な立場で会員になられている方々お一人お一人の、個人のお財布から捻出された真のロータリアン
の行動の結果だと思います。
すなわち、これらの寄付を「やらされてる」という義務感からではなく、ロータリアンだけに与えられる「権利」
の行使として捉えた方々の結果が数字として表れたのだと考えます。
次にこれらの寄付の中で、ポリオ撲滅について少しお話させていただきます。
ご承知のように 1985 年にポリオプラスプログラムを開始して以来、ロータリーはポリオ撲滅を組織の最優先
項目としてきました。
活動開始時には 35万件以上のポリオの発症数でしたが、世界ポリオ撲滅推進計画におけるユニセフのような
パートナー組織との協力も開始して以来、122 ヵ国 25憶人以上の子供に予防接種を行い、発症数は 99.9％減
少しました。
そして今や、あのビル＆メリンダ・ゲイツ財団も多額の寄付に貢献しております。
1979 年 9月 29日ロータリアンとフィリピン政府関係者が見守る中、マニラ市内の子供たちを対象とするポリ
オ予防接種を開始したのが、ロータリーのポリオ撲滅活動のそもそもの始まりで、その 6年後にロータリーが
ポリオプラスキャンペーンそ発足させたのですが、そのキャンペーン発足の 3年前の 1982 年に、今年度の RI
のテーマである「インスピレーションになろう」という発想で、ポリオ撲滅活動の大きなきっかけを作ったのが、

実は日本人ロータリアンであったというお話
はあまり知られていません。
東京麹町ロータリークラブの会員であった山
田彜（ツネ）氏は、富士ゼロックス社の役員
でした。
山田氏は富士ゼロックス社在籍中、外国語が
非常に堪能だったため、アジア担当の総責任
者として活躍されていたそうです。
様々なロータリー活動に参加する中、1982
年に国際ロータリー・インド 3Hはしか免疫
プロジェクトのボランティアに選ばれ、南イ
ンドで約１ヶ月間奉仕活動を行い、RI 会長
から個人表彰を受賞していますが、その時期
にポリオに罹り手足がマヒした少年をたまた
ま見かけて、大きな衝撃を受けたという話が

伝わっています。
夜遅くまで続いた会議の帰り道、夜だったので暗くて周りがよく見えなかったのが、何かガサガサ物音がした。
その方に目を向けると、犬や猫がエサを漁っているのか・・・、もっと目を凝らしてみると、月の明かりでぼ
んやり見たのは、見たこともないような動物がこちらに近づいてくる。
それは、一瞬まるで昆虫の蜘蛛を大きくしたような化け物に見えた。
しかしよく見ると、なんと人間であり、芝生の上をやせ細った少年が、ポリオに感染したために手足に重い後
遺障害が残り、両足で歩けず足の膝と腕の肘を使い一生懸命に歩いていることと分かりました。
その瞬間、山田氏は動物と何かと勘違いした自分が恥ずかしくなり、自己嫌悪に陥ったと話しています。
そして、この時、一人の人間として、ロータリアンとして、何としても幼い子供がこんな病気に罹らないよう
にしてあげたい。
このような子供は、今後一人でも出してはいけないという強い気持ちに襲われ、この奉仕に貢献しようと心に
誓ったそうです。
これが、日本人である山田彜氏がポリオに一生を捧げるきっかけとなり、山田氏と同じ麹町ロータリークラブ
の泌尿器科医師の峯英二氏と共に何度もインドを訪れ、ポリオ撲滅に尽力されました。
しかしお二人はポリオ撲滅活動のためのインド滞在中の 1988 年から 1989 年にかけて、風土病に罹り、志半ば
で現地で相次いで亡くなられました。
山田氏 64歳、峯氏 69歳でした。
今年度ポリオ撲滅の寄付目標は前年同様、会員一人当たり 40ドル（約 4,500 円）です。
募金は強制ではありませんが、そのように捉われているロータリアンがいることも事実です。しかしまだまだ
資金が必要です。
今、申し上げたようにポリオ撲滅運動を身を持って実行に移したのが二人の日本人であり、同じ日本人として
山田氏・峯氏の偉業を少しでも早く実現するためにも、そして彼らの後輩であることを誇りに思われるならば、
ぜひ一緒にポリオ撲滅にご協力いただければ幸いです。
40ドル・・4,500 円といわず、1年に 1回 5,000 円札１枚をポリオ撲滅に役立てるという「権利」の行使をし
ていただけませんでしょうか？「あと少しです」
ところで、今年度のテーマは「インスピレーションになろう」ですが、どうしたら先ほどの二人の日本人をロー
タリアンのように、インスピレーション（それを実現したいという意欲を高めること）になれるのでしょうか？
周りの人たちに「頑張って力をはっきしなさい」と説いても、なかなか相手の気持ちには届きません。
でも、もし困ってる人たちの役に立とうと一生懸命に活動している人たちの姿を目の当りにしたらどうでしょ
うか？
自分も何かできることをしなくては！という思いに駆られるのではないでしょうか。
それこそが「インスピレーション」なのでしょう。
他者へのインスピレーションになるためには、時には自らの行動を持って示さなければなりません。
時には自分の言葉で感動を語らなければなりません。
ロータリーでは最近「変化」という言葉をよく耳にします。
一つは、ロータリークラブ自体の変化が云われています。
もう一つは奉仕活動により、世界を住みやすい場所にするための持続可能な良い変化です。
今、ロータリークラブに与えられた課題は、それぞれのクラブが 5年後、10年後にも生き生きと元気であるた
めに、今から自分たちのクラブが何かをしていく必要があるのかを考え、それを実行していくことです。
同時に世界をより良い場所にしていくために行動することです。
その点、当三浦クラブの鈴木康仁会長は「クラブ運営基本方針」の大部分を脇ガバナーの今年度の基本方針を
踏襲され、後半では、「新会員や入会年数が浅い方々にロータリーを知っていただくことが大事と思い、RCの
組織やロータリー用語等、特に例会内を楽しくするためには、まずロータリー用語（英語が多い）の説明から入っ
ていきたいと思います。
そして、ロータリーの細則も最近ではかなり変化をしております。
やさしいロータリーから、わかりやすいロータリー情報を交え今年度は三浦 RC全員で初心に戻り、現代のロー
タリアンになりましょう」と締められていらっしゃいます。

さらには、秋本清道幹事は、会務運営について「創立 55周年を終え、次につなげていくため、より確立した組
織づくりを行っていきたいと思っています。
クラブ事業、地区事業、市民協力事業の案内等、一人一人が把握し、参加のしやすい体制に整えていきたいと
思います」と次の時代への変革を表明されています。
そのためにも会員とクラブが、クラブと地区が、地区と RI がいつもつながっていなければなりません。
今年度の脇ガバナーは、この地区内の「つながり」をとても大切なものと捉え、クラブの体質の強化と増強が
不可欠と考えていらっしゃいます。
諸先輩方はともかく、私のようにあっという間に２０年を過ごしてしまうことのないように、とりわけ入会歴
の浅い会員の皆さんは、是非ともロータリーライフを楽しんでいただきたいと思います。
それには、通常の例会には必ず出席できるように心がけ、叶わぬなら、他クラブ・他地区へメークアップをして、
自クラブ・自グループ内の活動だけでなく、地区の主催する様々な委員会のセミナー、地区大会、地区研修協議会、
IMといったプログラムに、さらには来年６月にドイツのハンブルグで開催される世界大会にも時間と懐の許す
限り積極的な参加をお勧めします。
「参加」は「強制」でも「義務」でもなく、ロータリアンだけが享受できる「権利」の行使です。
会費納入は「義務」の一つですが、先ほども申しましたように「寄付」はロータリアンだけが行使できる「権利」
です。
最低限の「義務」を果たしたうえで。ロータリアンとしての誇りを持って、お一人お一人がロータリアンとし
ての自覚を持って、ロータリアンならではの「権利」を行使していただければと考えます。
これからの一年間、共に学び、共に向上できますよう、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。
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はや財布だけの奉仕には一向にありがたがられず、むしろ一種の侮辱として反感さえも買うことがあります。
問題は財布の中に善意がどの位入っているかにあります。
老人ホームへ大画面テレビを贈るよりは、クラブの会員が自らホームを訪問して老人たちの話し相手になる方
がずっと立派な奉仕になるのではないでしょうか。
世間では、いや一部の会員の間にさえ、ロータリーは団体として奉仕する、すなわち寄付団体と心得ている人
がおります。ロータリーは奉仕する団体ではなく、奉仕を志し、これを実践しようとする人々の集まりです。
ロータリーが協会とか組合とかいわずにクラブと名付ける理由はここにあり、そもそもクラブというのは同好
者の集まりの意味であって、団体として行うのが目的ではないということです。
少し理屈っぽくなってしまいました。もちろん一人ではやりにくい奉仕もあります。
また、どこに奉仕が必要かこれに対してどのように奉仕すべきかなど、ロータリークラブは奉仕への調査研究
機関であるとともに、地域の指導者であるロータリアンに対する奉仕への訓練機関でもあるとも言えます。そ
して、このように考えることによってロータリーの組織やその運営に関する疑問も少しずつですが解けてくる
ような気がします。
　当三浦クラブさんは、皆様「一人あたりの」寄付額において昨年度ロータリー財団への年次寄付額が目標
200 ドル以上に対して 35ドル（達成率 17.5％）、ポリオ撲滅が、目標 40
ドル以上に対して 9ドル（達成率 22.5％）、そして、米山奨学会へは、目標 20000 円に対して 6260 円（達成
率 31.3％）という結果でした。
これも色々な立場で会員になられている方々お一人お一人の、個人のお財布から捻出された真のロータリアン
の行動の結果だと思います。
すなわち、これらの寄付を「やらされてる」という義務感からではなく、ロータリアンだけに与えられる「権利」
の行使として捉えた方々の結果が数字として表れたのだと考えます。
次にこれらの寄付の中で、ポリオ撲滅について少しお話させていただきます。
ご承知のように 1985 年にポリオプラスプログラムを開始して以来、ロータリーはポリオ撲滅を組織の最優先
項目としてきました。
活動開始時には 35万件以上のポリオの発症数でしたが、世界ポリオ撲滅推進計画におけるユニセフのような
パートナー組織との協力も開始して以来、122 ヵ国 25憶人以上の子供に予防接種を行い、発症数は 99.9％減
少しました。
そして今や、あのビル＆メリンダ・ゲイツ財団も多額の寄付に貢献しております。
1979 年 9月 29日ロータリアンとフィリピン政府関係者が見守る中、マニラ市内の子供たちを対象とするポリ
オ予防接種を開始したのが、ロータリーのポリオ撲滅活動のそもそもの始まりで、その 6年後にロータリーが
ポリオプラスキャンペーンそ発足させたのですが、そのキャンペーン発足の 3年前の 1982 年に、今年度の RI
のテーマである「インスピレーションになろう」という発想で、ポリオ撲滅活動の大きなきっかけを作ったのが、

実は日本人ロータリアンであったというお話
はあまり知られていません。
東京麹町ロータリークラブの会員であった山
田彜（ツネ）氏は、富士ゼロックス社の役員
でした。
山田氏は富士ゼロックス社在籍中、外国語が
非常に堪能だったため、アジア担当の総責任
者として活躍されていたそうです。
様々なロータリー活動に参加する中、1982
年に国際ロータリー・インド 3Hはしか免疫
プロジェクトのボランティアに選ばれ、南イ
ンドで約１ヶ月間奉仕活動を行い、RI 会長
から個人表彰を受賞していますが、その時期
にポリオに罹り手足がマヒした少年をたまた
ま見かけて、大きな衝撃を受けたという話が
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伝わっています。
夜遅くまで続いた会議の帰り道、夜だったので暗くて周りがよく見えなかったのが、何かガサガサ物音がした。
その方に目を向けると、犬や猫がエサを漁っているのか・・・、もっと目を凝らしてみると、月の明かりでぼ
んやり見たのは、見たこともないような動物がこちらに近づいてくる。
それは、一瞬まるで昆虫の蜘蛛を大きくしたような化け物に見えた。
しかしよく見ると、なんと人間であり、芝生の上をやせ細った少年が、ポリオに感染したために手足に重い後
遺障害が残り、両足で歩けず足の膝と腕の肘を使い一生懸命に歩いていることと分かりました。
その瞬間、山田氏は動物と何かと勘違いした自分が恥ずかしくなり、自己嫌悪に陥ったと話しています。
そして、この時、一人の人間として、ロータリアンとして、何としても幼い子供がこんな病気に罹らないよう
にしてあげたい。
このような子供は、今後一人でも出してはいけないという強い気持ちに襲われ、この奉仕に貢献しようと心に
誓ったそうです。
これが、日本人である山田彜氏がポリオに一生を捧げるきっかけとなり、山田氏と同じ麹町ロータリークラブ
の泌尿器科医師の峯英二氏と共に何度もインドを訪れ、ポリオ撲滅に尽力されました。
しかしお二人はポリオ撲滅活動のためのインド滞在中の 1988 年から 1989 年にかけて、風土病に罹り、志半ば
で現地で相次いで亡くなられました。
山田氏 64歳、峯氏 69歳でした。
今年度ポリオ撲滅の寄付目標は前年同様、会員一人当たり 40ドル（約 4,500 円）です。
募金は強制ではありませんが、そのように捉われているロータリアンがいることも事実です。しかしまだまだ
資金が必要です。
今、申し上げたようにポリオ撲滅運動を身を持って実行に移したのが二人の日本人であり、同じ日本人として
山田氏・峯氏の偉業を少しでも早く実現するためにも、そして彼らの後輩であることを誇りに思われるならば、
ぜひ一緒にポリオ撲滅にご協力いただければ幸いです。
40ドル・・4,500 円といわず、1年に 1回 5,000 円札１枚をポリオ撲滅に役立てるという「権利」の行使をし
ていただけませんでしょうか？「あと少しです」
ところで、今年度のテーマは「インスピレーションになろう」ですが、どうしたら先ほどの二人の日本人をロー
タリアンのように、インスピレーション（それを実現したいという意欲を高めること）になれるのでしょうか？
周りの人たちに「頑張って力をはっきしなさい」と説いても、なかなか相手の気持ちには届きません。
でも、もし困ってる人たちの役に立とうと一生懸命に活動している人たちの姿を目の当りにしたらどうでしょ
うか？
自分も何かできることをしなくては！という思いに駆られるのではないでしょうか。
それこそが「インスピレーション」なのでしょう。
他者へのインスピレーションになるためには、時には自らの行動を持って示さなければなりません。
時には自分の言葉で感動を語らなければなりません。
ロータリーでは最近「変化」という言葉をよく耳にします。
一つは、ロータリークラブ自体の変化が云われています。
もう一つは奉仕活動により、世界を住みやすい場所にするための持続可能な良い変化です。
今、ロータリークラブに与えられた課題は、それぞれのクラブが 5年後、10年後にも生き生きと元気であるた
めに、今から自分たちのクラブが何かをしていく必要があるのかを考え、それを実行していくことです。
同時に世界をより良い場所にしていくために行動することです。
その点、当三浦クラブの鈴木康仁会長は「クラブ運営基本方針」の大部分を脇ガバナーの今年度の基本方針を
踏襲され、後半では、「新会員や入会年数が浅い方々にロータリーを知っていただくことが大事と思い、RCの
組織やロータリー用語等、特に例会内を楽しくするためには、まずロータリー用語（英語が多い）の説明から入っ
ていきたいと思います。
そして、ロータリーの細則も最近ではかなり変化をしております。
やさしいロータリーから、わかりやすいロータリー情報を交え今年度は三浦 RC全員で初心に戻り、現代のロー
タリアンになりましょう」と締められていらっしゃいます。



2743-6

さらには、秋本清道幹事は、会務運営について「創立 55周年を終え、次につなげていくため、より確立した組
織づくりを行っていきたいと思っています。
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そのためにも会員とクラブが、クラブと地区が、地区と RI がいつもつながっていなければなりません。
今年度の脇ガバナーは、この地区内の「つながり」をとても大切なものと捉え、クラブの体質の強化と増強が
不可欠と考えていらっしゃいます。
諸先輩方はともかく、私のようにあっという間に２０年を過ごしてしまうことのないように、とりわけ入会歴
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それには、通常の例会には必ず出席できるように心がけ、叶わぬなら、他クラブ・他地区へメークアップをして、
自クラブ・自グループ内の活動だけでなく、地区の主催する様々な委員会のセミナー、地区大会、地区研修協議会、
IMといったプログラムに、さらには来年６月にドイツのハンブルグで開催される世界大会にも時間と懐の許す
限り積極的な参加をお勧めします。
「参加」は「強制」でも「義務」でもなく、ロータリアンだけが享受できる「権利」の行使です。
会費納入は「義務」の一つですが、先ほども申しましたように「寄付」はロータリアンだけが行使できる「権利」
です。
最低限の「義務」を果たしたうえで。ロータリアンとしての誇りを持って、お一人お一人がロータリアンとし
ての自覚を持って、ロータリアンならではの「権利」を行使していただければと考えます。
これからの一年間、共に学び、共に向上できますよう、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。
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