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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№８第２３４０回 例 会 平成２７年８月２７日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：それでこそロータリー

・９月３日：理事会、クラブフォーラム ９月10日：米山奨学生アルウィンさん来訪◇プログラム

小林､宮澤､石山､笹尾、◇出席報告 ◇欠席者(7名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ８ 53.33％ － － 斎藤(正)、井上､太田さん２３４０回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３３８回 17(15) ９ 60.00％ － －

ガバナー公式訪問

スケジュール：

10:15 大磯プリンスホテル・フロント・ロビーに

て田中賢三ガバナー、平野達雄ガバナー補佐をお迎

え

10:30~11:00 DG、AG打ち合わせ会議

11:00~12:00 DG、AG、会長、幹事、会長エレクト

懇談会

（以上モロキニにて、以下は高砂にて開催）

12:30~13:30 例会

13:40~15:10 DG、AG、会員懇談会

ガバナー、ガバナー補佐、会長、幹事、会長

エレクト 懇談会

河本会長：

事前に提出した質問書とクラブ委員会活動計画書の

中で、特に会員増強について田中ガバナーから大変

具体的で我々が実行可能な事例と増強推進について

有益なアドバイスを頂きました。今後運営に生かし

て是非会員増強につなげたいと考えます。

◇ゲスト紹介：

加藤登志夫 大磯警察署長

宮治 泰三 大磯警察署生活安全課長

田中賢三 ガバナー

平野達雄 ガバナー補佐

河本会長：

本日はガバナー公式訪問ですが、日を同じくして大

磯警察署長加藤様がお出で下さり、大磯クラブを表

彰下さることになり、嬉しいことが重なりました。

先に感謝状伝達式をさせて頂き、その後公式訪問例

会を致します。

大磯警察署長感謝状 伝達式

守屋前年度会長が

大磯警察、ヤマト

運輸と協働で振り

込め詐欺撲滅シー

ル1万枚を贈呈した

ことに対する感謝

状をわざわざ持参

して頂き、本例会
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にて受領致しました。加藤署長によれば管内の振り

込め詐欺が減少したそうです。今後とも警察業務に

協力することをお約束しました。

◇おめでとうございます

誕生日祝:

原卓さん(7/5)

久しぶり出席しまし

たらお祝いを頂いてし

まいました。今後でき

る限り出席するように

します。

本日の食◇田中敏治SAA：

事はそうめん、寿司、天ぷ

らのセットです。

◇出席報告：新宅文雄さん

◇会長報告 河本親秀会長

本日は待ちに待った田中ガバナーの公式訪問です。

事前に色んな情報があり、とても楽しい良い公式訪

問になると思います。

午前中ガバナーから我がクラブの問題点、課題、今

後どうすれば良いかなどとても良いヒントを沢山頂

きました。今後我々の行動の指針に出来る具体的な

ものでした。それだけでも値打ちがありましたが、

これから又色々なお話しが頂けるものと楽しみにし

ております。宜しくお願い致します。

本日は特に会長報告はありません。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．8月のロータリーレート：1

24円／1＄

2．来年5月29日から開催され

るロータリー国際大会(韓国ソ

ウル)の案内が来ております。

詳細は後日相談します。今日

は案内状を回覧します。

3．茅ヶ崎RCより週報到来。

◇委員会報告

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

本・田中賢三さん：

日は平野ガバナー補佐

ともによろしくお願い

致します。河本会長な

らびに皆様にお会いで

きるのを楽しみにして

おりました。

本日はよろしくお願い致します。・平野達雄さん：

田中ガバナー、平野ガバナー補・河本親秀さん：

佐ようこそ。ご指導よろしくお願い致します。

田中ガバナー、平野ガバナー補・守屋紀忠さん：

佐ようこそ大磯ロータリーへ。今日は、よろしくお

願いします。

田中賢三ガバンナーご指導の程・新宅文雄さん：

よろしくお願い致します。平野ガバナー補佐公式訪

問ご苦労様です。大磯警察署加藤署長様宮治課長様

ご苦労様です。原卓さんお誕生日おめでとうござい

ます。

田中ガバナーようこそいらっしゃい・原卓さん：

ました。卓話たのしみにしております。誕生日、祝

っていただきありがとうございます。

田中ガバナー様、平野ガバナー・田中敏治さん：

補佐様ようこそいらっしゃって頂きありがとうござ

います。

田中ガバナー様、平野ガバナ・百瀬恵美子さん：

ー補佐様ようこそ おいで下さいました。宜しくお

願いします。

食事中の雑談：気楽な雰囲気で話が弾んだ。

・大磯プリンスホテルの会場は地区一番！これをク

ラブの売りの一つにする･･･。

・田中ガバナーの地区大会での登場音楽＝

ビバルディの四季の春のアレンジと･･･。

・西湘バイパスが強風時閉鎖される事が多い。

これは丹沢湖が出来て砂が海に流れてこなくなった

為だが、温暖化で海面が上昇した所為もあるのでは

･･･？

・ソウル国際大会参加の話。地区で600名は家族連

れで達成できる･･･。大磯も希望･･

・会員増強のために飲み会をもっと･･･

等々

ガバナー卓話

田中賢三ガバナー

より田中ガバナーガバナー紹介：平野ガバナー補佐

の詳しい経歴の紹介がありました。

事前に頂いた資料

・クラブ公式訪問卓話次第(PPT

12枚)

・2015－16年度RID2780地区運

営方針

・リチャード・キングRI会長(2
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001-02）：ロータリー会員20の特典(田中DG編集)

・ロータリーの概要図(田中DG作成)

・「ロータリーへの道」抜萃編

を基に話が進みました。

私のテーマソングを歌います！

田中DGのテーマソング：「若者よ」

若者よ 身体を鍛えておけ

美しい心が 逞しい身体に

からくも 支えられる

日が何時かは来る

その日のために 身体を鍛えておけ

若者よ!

万年青年田中です!

昭和37年に大学に入学、新宿、お茶の水、神田界

隈で歌声喫茶が盛んな頃であります。学生運動がそ

の直後非常に盛んになって、勉強どころじゃないと

言う時代になりましたが私の頃にはまだ大らかな時

代が経過していました。その中でこの歌がずっと聞

こえていました。自分でこの歌良いなと思いながら

歌い続けていました。

（ここで酒とたばこをやめて60才にして油絵(今ま

で85作完成)を始められた話しが出ました。）

ラビンドランRI会長テーマ、"Be a Gift to the Wo

rld"「世界へのプレゼントになろう」：私たちの健

康は天から与えられた贈り物です。皆様方の中には

職業なり、知恵なり授かっている。これを世の中の

為に役に立てようというのが今年のテーマでありま

す。

：ユーモアについて

私が会長をやった時、ユーモアの本とか色々ユーモ

アを集めました。ユーモアを一寸披露すると座が和

みます。しかしとんでもないユーモアだと座がしら

けます。一つ作りました・「ガバナーのユーモアで

座が更に緊張し」 なんてね！

・「高い教養・低い腰」：教養＝今日用がある＝忙

しい、「低い腰」というのは「背が低いので腰の位

置が低い」と言う事。

・「希望は無いけど持病はある」方々が多い。病院

は高齢者の社交場になっているわけで、「あの人今

日は来ないわねえ」、どこか具合が悪いのかし

ら？」呼びに行ったりして･･･。

生涯現役、気持ちは生涯青年、自分は気持ちだけで

なく行動力もあると思います。歩くのも速いし機動

力もある、24時間いつでもOKです。これを何かのお

役に立てたいなという気持ちが横溢しています。

昨日水曜日は平塚西、火曜日は鎌倉西の公式訪問で

した。

・火曜日は彼女にチューズデー

・水曜日はスイカを植エンズデー

・木曜日は黙祷サースデー

なんて曜日の英語が紛らわしいのを間違わぬよう覚

えたものです。

(閑話休題)

PPT 4ページ：RI会長テーマ

知恵や職業で世界のお役に立つ。ある場合は浄財

を頂いてお金で。当クラブは財団には多額の寄付を

頂いて有り難うございます。米山は少し波があるよ

うですが、前年度の実績を勘案しながらお集め頂け

ればと。

「もっと役に立つロータ

リー もっと面白いロー

タリー」というのは私の

哲学から来ています。私

が入会した時"Enjoy Rota

ry"がヒュー・アーサーRI会長のテーマでした。＝R

I会長のテーを総て集めました。歴代100以上ありま

す。とても面白い。ロータリーの全貌が出てきます

＝このEnjoy Rotaryが基礎になっています。本当に

楽しいし、役に立つんだよ！何を役に立たせたいの

か？ 何が役に立つのか？ 社会、世界に役に立つ、

これは当然のことであります。しかしロータリーの

良さは自分自身の役に立つ、家族に、自分の事業、

職業の役に立つ、役に立たせないといけないのがロ

ータリーです。という風にロータリーの勉強をして

いって欲しい。ロータリー哲学というものは、宗教

のどんな良い言葉も、世の中に出ているどんな良い

言葉も使っていません。ロータリ設立30年くらいま

でに、ロータリー哲学は全部確立しています。これ

を自分の人生、事業の役に立てる、これがロータリ

ーの最高に良いところであります。
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を明確に応えられるでしょうライオンズとの違い

か？ライオンズは社交的な色彩が強くて教育という

プログラムが殆ど無い。留学、奨学制度無し。海外

と友情と信頼で結ばれる組織は無いです。ロータリ

ーの最高の所は自分自身を育てる、これが最高のも

のです。ライオンズはモニュメントを作ったり旗を

立てたりする社交的／PR的活動に長けておられます。

しかし自分の人生をもっと真面目に考えるならばロ

ータリーに来て下さいと言っています。

「もっと面白いロータリー」、これは酒を飲んで笑

いあってと言う事も一つですが、もっと重要なこと

に気がついて欲しいと思います。面白いの反対語は

「面白くない」、「つまらない」です。この言葉は

どういう時に出るのでしょうか？これは何もしない

時です。動かなければ面白くなる訳無い。人のやる

ことを批判ばかりしては面白いことに一生出会えま

せん＝ソウルの国際大会なんかつまらない、何回も

ソウルへ行ってるから行かないなどと言っている人

＝行って初めて刺激を受けて良かったなと思う。感

動、感激、感謝の言葉が気持ちが参加しないと出て

こない。例会でも欠席なんて非常にもったいない。

「ロータリー、出席、会費、友を読み」三大義務で

す。ロータリーは五文字なので、いくらでもこうい

う文が出来ます。出席は義務と言われていますが、

これは権利です。世界中何処でも出席できます。国

際大会も最高の権利です。行くと世界の素晴らしさ、

世界の信用／信頼できる人の集まりであることがは

っきりと分かって参ります。何でもドンドン積極的

にやって下さい。こっちはやるけどこっちは手を抜

くという人に成功者はいません。総て真剣、一生懸

命、これで自分の人生を培って行くのです。こう言

う気持ちが無くて自分の事業が発展するなんて事は

考えられません。積極性をこの面白いという言葉に

代えて頂ければと思います。

PPT 1ページ：平和な親しみやすい世界

配付資料：

ポール・ハリス著「ロータリーへの道」

抜萃編“生きているポールの言葉”

本書により、田中ガバナーはポール・ハリスの少年

時代の生い立ち（ニューイングランド地方の質実な

気風と祖父母の厳しい育て方)、大学を卒業し、弁

護士の資格を取ってから5年間の放浪の旅(外国を含

む)に出て、多くの職業を経験し、沢山の人々との

接触を通じて得た人生哲学が寛容、友情、信頼の精

神であります。このポール・ハリスの生き様がロー

タリーの精神の中核をなしているという事を熱く語

られました。

最後に についてRIの戦略と中核的価値

国際ロータリーの戦略：国際ロータリーの押しつけ

ではなくて、地区に選択肢を提供しているものであ

る。

人道的奉仕の重点化と増加・

財団の掲げる6つの重点項目を一生懸命やって欲

しいと言う事です。もちろん社会奉仕も入っていま

す。

公共イメージと認知度の向上・

そして良いことをしたら少し影響力を持たしてと

言うことが公共イメージの本来の姿です。一人が黙

って黙々と良いことをしているよりも良いことは人

に影響力を与えて初めてシナージ効果＝増幅効果を

狙うことです。全世界120万人余のロータリアンが

奉仕活動をし、増幅効果を出したら世界平和の実現

が近くなるだろうとの思想が公共イメージの根本だ

と思って下さい。地元で公共イメージをと言うのは

少し違うと思います。広い意味での事と理解して下

さい。

クラブのサポートと強化・

良いことをし、それを広めて行く内にクラブが活

性化されて行きます。

ロータリー100周年以後に起こっている旧来の国

の会員減少、新興国の会員増加と言うねじれ現象の

中、RIが世界一律の行動目標

を持って貰おうと打ち出した

のがこれであります。

：ロータリーの中核的価値観

親睦 高潔性 多様性

奉仕 リーダーシップ

ポールハリスの根本精神を

新たに定義するとこうなる。

戦略計画とか中核的価値観と難しい名前を付けてい

ますがこれは従来ロータリーがやっている基本的精

神です。

今まで地区は4-5年外に向かうことを強調してき
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ましたが、そろそろ内側＝中核的価値観＝の強調に

戻るべきだと思っています。この4-5年で当地区の

半分の会員が新しくなりました。新しい会員の一番

役に立つのがこの中核的価値観、これを自分のため

に生かすことです。"Enter to Learn, Go Forth to

Serve"＝入りて学び、出でて奉仕せよ＝これも或

るRI会長のテーマでした。これは今にもぴったり生

きている言葉だと思います。

（例会卓話終了）

田中ガバナーにレイをプレゼント

：先ほどガバナーが素晴らしい歌百瀬会長エレクト

をご披露頂いたのでお礼にレイをプレゼントします。

閉会点鐘：河本会長

ガバナーが公式訪問で歌を歌われると言う事がこ

ちらに伝わっておりまし。それは歌声喫茶で歌われ

ていた歌だとかガバナーがご自分で作詞作曲された

歌だとか言われておりましたが、今日拝聴してこれ

は歌声活動で歌われていた「若者よ」だとすぐ分か

りました。私も歌声運動で頑張っていたので、ご一

緒に歌える歌だったので嬉しかったです。

今までの公式訪問では外に向かって何をどうする

かの話が中心で、クラブとしても外向きのことばか

り考えて足下を忘れがちでした。今日のお話はもっ

と足下を見つめよう、そして外へ出て行こうと午前

中のお話しから一貫したお話しで、とても良かった

です。

この後約1時間ほど懇談会の時間を頂いております

ので、忌憚のない意見交換をお願いしたいと思いま

す。

ガバナー ガバナー補佐 会員懇談会

：人に貸すことも出来ない。翌日に86,400ドルの話

なったらリセットされてしまう。貴方ならどのよう

に使い切りますか？

86,400は1日24時間の秒数です。例会の時間を如何

に真剣に準備できるか？卓話者が自分の卓話を聞く

人に如何に感動を与えられるかの準備をする。例会

の良し悪しはこれで決まる。商工会議所で100人の

人が集まれば、自分の延長時間にすれば100時間に

当たる。その準備不足で面白い話が出来なければ申

し訳ないと言う気持ちが働く。これが奉仕精神、サ

ービス精神です。外部卓話者にもその事を伝えて準

備をお願いするのが良いことかなと思います。

に変えて貰いた「奉仕を学ぶ」から「奉仕に学ぶ」

い。奉仕をすればそれが自分の身に帰ってくる。経

験、人の動き(自分に出来ないことが彼は出来る。

それに学ぶ事)が自分の大きな刺激になる。「掃除

に学ぶ会・日本を美しくする会」素手でトイレを掃

除する会に入っていました。ロータリーは奉仕に自

分の人生訓を確立するために学ぶんだと考えていま

す。ある会長の言葉に「人生を豊かにする」があり

ました。歴代会長はそういう事を考えて来たと思い

ます。

冒頭に掲げた配付資料の説明

・ロータリーの概要図

・リチャード・キングRI会長(2001-02）：ロータリ

ー会員20の特典(田中DG編集)

について詳しい説明がありました。

こういうものを作る私の心情として「難しいこと

を易しく、優しいことを深く、深いことを面白く」

したいと言うことです。絵を描くのに写実＝全部を

細かく書く訳には行かない。先ず省略する、省略し

たものを変化させる、その内どれを際立たせるのか

＝誇張。この省略・変化・誇張は事業に凄く役立つ

と思って絵を続けています。ロータリーの地区活動
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もそうです。RIから一杯言ってくるので組織が大き

くなってしまった。これではやり切れないので地区

の改革に乗り出しています。地区から押しつけられ

たと言う事ではなく、地区はこういう事を準備して

いますと言う事で、各クラブはサイズに応じて実行

して下さい。しかし財団や米山など素晴らしい事業

には是非協力をお願いしたい。

これからのロータリーはもっと若い人に活躍して

貰わなければならない場所です。よく古い会員の方

が若い会員を制御・制限するクラブがあります。こ

れは絶対止して欲しい。多少の所は大目に見て、多

少規則からはみ出していることがあるかも知れない

が見守って欲しいと言っています。可愛いお爺ちゃ

んになってくれ(笑)、うるさいお爺ちゃんは嫌われ

てしまうから。

会員から下記のような質問が出て、ガバナーからの

意見や回答を頂きました。

・RIは職業奉仕の軽視

・RI なり振り構わぬ会員増強職、主婦もOK

・RIは集金マシン

などの質問に対して確かにそう取られても仕方がな

いところはある。会員を増強して、大きなプロジェ

クトをやる事で目立とうとしているろうとしている。

しかし基本的な精神＝中核的価値＝ポールハリスの

精神は生きている。これが大事です。これはRIも殺

してはいません。

RIが言ってくるのは、こう活動して会員を増やして

下さいと言う話に終始している。それをそのままク

ラブに話しても面白くもないし何の役にも立たない。

RIから言ってくるのは選択肢を提供しているものと

受け取る必要があると考える。

・日本では職業奉仕の解釈を難しくし過ぎて いる。

ロータリーの哲学と言えばどうか？

・社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の区別を 付け

るのは難しいし無意味ではないか？議 論するのは

楽しいけれど･･･。

会員推薦をしたいが奥さんが反対している。ロータ

リーは家族にとってどういう良いことがあるか？

奥さんがロータリーの催し物＝クリスマス例会＝

に出席したり、結婚記念例会でご主人から奥さんに

花束を渡すとかした。家族旅行や国際大会の旅行に

一緒に行ったり、奥さんが出られるようになった。

・複数で誘いに行くことが大事。

・若い人が動かないと増強は難しい。

・会長、増強委員長が動かないと増強は出来 ない。

・増強ナイト例会の開催

：米山記念奨学会ホームページ、よ米山学友の活動

ねやま豆辞典はじめ沢山の資料が公開されているの

で参照下さい。情報は自分で取りに行って下さい。

ガバナー、ガバナー補佐に盛り花贈呈。集合写真を

撮って終了。


