
- 1 -

★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3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 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 田中 敏治

№５第２４１７回 例会 平成２９年８月３１日

■司会:大藤 勉 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：それでこそロータリー

・９月７日：イニシェーションスピーチ桜川誠さん ・９月１４日：休会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(3名

２４１７回 14(13) 10 76.92％ － － 原、野田、石山さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２４１５回 14(12) ８ 66.67％ － －

大谷ガバナー公式訪問

I. 打合会

会場：大磯プリンスH・エス・ダイニング

11:00：大谷ガバナー、常磐ガバナー補佐打合わせ会

11:30：大谷ガバナー、常磐ガバナー補佐、新宅会

長、田中幹事、守屋会長エレクト、百瀬直前会長、

河本パストガバナー懇談会＝新宅会長からクラブの

現況について報告、意見交換。

12:15：例会場へ移動

◇ゲスト：

大谷新一郎ガバナー(相模原南)

常磐卓嗣ガバナー補佐(平塚)

清水雅広ガバナー補佐幹事(平塚)

Titus Jonas Dunckel君(青少年交換学生）

Titus Jonas Dunckel君(青少年交換学生）
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ティタス君の紹介：

◇百瀬クラブ青少年交換カウンセラー

ドイ ツから 来

た青 少年交 換

学生 のティ タ

ス君です。8月

1 9日に羽田到

着、丁度1 0日

間経ちました。

この 間「平 塚

の花火大会」、

大磯 高校の 制

服作 りで大 磯

高 校 へ 行 き、

体育着は小田原の業者へ行き、ホストファミリーの

方が大磯ロングビーチプールへ連れて行って下さり

大変濃厚な１日も休まず充実した１０日間を過ごし

たようです。

２９日が高校の始業式に出席、先生・生徒と交流

を深めたそうです。これから大磯クラブと１年間仲

良く過ごしてゆきたいので、宜しくお願いしまーす。

◇大藤SAA:

本日のメニューはステ

ーキ丼です。

◇会長報告 新宅文雄会長

本日は大谷ガバナ

ー の 公 式 訪 問 で

す。常磐ガバナー

補佐と清水ガバナ

ー補佐幹事もお見

えになっておりま

す。後程 大谷ガ

バナーの卓話があ

り、懇談会では、

我々と膝を交えて

懇談の場が設けら

れております。ご

指導の程よろしく

お願い致します。ガバナーの激務に対し、心から敬

意と感謝を申し上げます。皆様大谷ガバナーのご壮

健を願い、常磐AG,清水幹事に暖かい拍手をお願い

(拍手)致します。

今日は青少年交換留学生ティータス君を百瀬さん

が例会に案内してくれました。きのうホストファミ

リーの天野さんに、彼の健康とか生活模様等を聞き

ました。「とっても素直で良い子ですよ、はい・は

いと聞いてくれし、子守までしてくれました」。

天野さんには過去に何度もお世話になり、ロータ

リーの交換留学生のことは良くご存知ですので、安

心してお願いした次第です。既にご案内の様に2学

期から大磯高校に編入し29日から大磯高校へ通って

おります。15歳の高校生ティータス君の歓迎と励ま

しの温かい拍手をお願いします。

青少年交換学生のカウンセラーは、百瀬さんにお

願いしてありますが、大磯クラブが担当クラブです

ので、会員皆様のサポートをお願いします。お気付

きの点がありましたら、何なりとお申出下さい。こ

の青年ティータス君の人生にとって、日本を選んで、

大磯に行って良かった。1年後ドイツに帰って、ご

両親は勿論のこと、会う人ごとに、大磯での体験談

を語りたいと思うような有意義で感動した留学生活

にしてあげたいなと思っております。皆様のご協力

をお願い致します。

報 告：

1、8月24日の第8G会長幹事会

・地区大会用写真1枚データーで本日までに送信す

ること。

・会員増強達成率速報は毎月最終週までにメールで

清水幹事まで送信。

(大磯借場まつりでのポリオプラス募金活動のグ

ループ写真に決定)

・9月18日地区大会参加者の名前を本日提出する。

バス利用する？しない

・10月5日18； より「新会員の集い」出席者を900
月7日までに連絡。場所は平塚商工会議所、4000円。

対象者:桜川会員

・公共イメージ委員長の名前を報告する。担当河本

会員にお願い。

2．大磯ＲＣクラブ会員全員に新会員候補者1名以上

の推薦書提出をお願いしておりますが、よろしくお

願い致します。お誘いするには手紙がよいと考えま

す。電話ですとテレビ見ながらでもできる。手紙で

すと集中しないと書けない。自分も1回出してみま

した。お断りであっても丁重なるお断りできました

し、手紙というのは届くところがあるなのだなと思

います。皆さんも是非手紙を出して頂ければ有り難

い。

3． について現次年度第8グループ「ガバナー補佐」

常盤ガバナー補佐から順番だし、大磯から出して欲
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しい旨の要望がありました。脇ガバナーエレクトか

らも注目されている し、本人も万百瀬さんにお願い

難を排して受ける事を了解されました。IM実行委員

会は平塚RC担当、 に了解頂きまAG幹事には河本さん

した。よろしくお願い致 します。

2週間前に訪問させ◇常磐ガバナー補佐挨拶：

て頂いた時に大谷ガバナーの紹介の映像が旨く流れ

なかったので、食事をしながら見て頂きたいので宜

しくお願いします。

自己紹介の丁度4分間の大谷ガバナーのご挨拶と

が映写されました＝生年月日、家族構成、ローＣＤ

タリー歴、スポーツ、趣味、食物･飲物の好み、人

生の心構え「初心忘るべからず」等、ご自分の言葉

でお話しされ、親しみの持てるお人柄を感じました。

◇幹事報告 田中敏治幹事

回覧：

1．2019年期待審議会制定案提出承認に関する件：

制定案16-21(クラブ例会と出席に柔軟性を認める

件)を補完する条項の追加。

2．第2ゾーンRI理事指名委員会地区代表委員のクラ

ブからの推薦について:

:この代表委員はパストガバナーであることが注

必要で、クラブ所属のＰＧか他クラブ所属のＰＧの

推薦を行うことができます。大磯クラブには河本Ｐ

Ｇが所属されていますが、本人にはその意思無しと

の事で、当クラブからは推薦無しです。

3．フィリピンのシンホールＲＣ親善大使・原田さ

んより、「モリンガ茶を飲んで南の島の子供達の支

援・協力」依頼。

4．平塚ＲＣ例会変更通知

5．米山梅吉記念会館より館報。

配布物：

・第2416回例会会報

・ロータリーの友9月号

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 太田 知加子さん

本日は、ガバナー公式訪問に参り・大谷新一郎：

ました。よろしくお願いいたします。

本日は大谷ガバナ・ ：常磐卓嗣さん清水雅広さん

ーの公式訪問です。よろしくお願いします。

大谷ガバナー、常盤アシスタン・新宅文雄さん：

トガバナー、公式訪問、ご指導よろしくお願い致し

ます。ティータス君、ドイツから日本へ、大磯へ、

ようこそいらっしゃいました。有意義な留学生活に

なります様に。

大谷ガバナー様、常盤ガバナー・田中敏治さん：

補佐様、清水ガバナー補佐幹事様本日、ご指導をお

願い致します。ティタス君ようこそ、これから一年

間宜しくお願いします。

大谷ガバナー、常盤ガバナー補・河本親秀さん：

佐ようこそ。よろしくご指導お願い致します。青少

年交換学生ティタス君ようこそ、心より歓迎します。

1年間楽しくやりましょう

大谷ガバナー、ようこそいらっ・斎藤好正さん：

しゃいました。

大谷ガバナー、常盤ガバナー補・守屋紀忠さん：

佐、清水補佐幹事、本日はよろしくお願いします。

大谷ガバナー、常盤ガバナー・百瀬恵美子さん：

補佐、清水ガバナー補佐幹事さんようこそおいで下

さいました。宜しくお願いします。

大谷ガバナー様、常盤ガバナ・太田知加子さん：

ー補佐様、清水補佐幹事様本日はありがたく感謝申

し上げます。御指導を頂きたくよろしくお願い申し

上げます。

大谷ガバナー様、常盤ガバナー様、・桜川誠さん：

清水ガバナー補佐幹事様ようこそいらっしゃいまし

た。

我々がサポートしている☆河本親秀さん：

からメールが参りまConfront Worldの原貫太君

した。

6月に報告しましたように、彼はクラウド・ファ

ンディングシステムを使って、寄付を募り＝58万4

千円、78名の寄付者＝ウガンダの誘拐されて少年兵

に仕立てられ、現在解放されて社会復帰の教育を受

けている少年達のサッカーチームを作るプロジェク

トの立ち上げに献身しています。動画付きのメール

が送られてきたのですが、文章のみ紹介します。

「ウガンダ北部からこんばんは！こちらは夜の９

時３０分を回ったところです。

5～6月に行ったクラウドファンディング「紛争で

故郷を追われた南スーダン難民によるサッカーチー

ム設立！」にご協力いただいた皆さまに、僭越なが

らメッセージ動画を撮影させて頂きました。

https://www.youtube.com/watch?v=NiOgeQKqvM0

いよいよ来月上旬に、クラウドファンディングを

通じて皆さまからお寄せいただいたご寄付を活用し、

南スーダン難民＆ホストコミュニティによるサッカ

ーチーム設立のサポートを行う予定です。現地では

現在、支援物資の調達を順調に進めております。

引き続き、当ページの新着情報や公式ホームペー

ジ、またSNSを通じて活動の様子を皆さまにお伝え

していきます。どうぞご期待ください！
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今後ともコンフロントワールドの活動に対するご

理解ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

コンフロントワールド 代表／原貫太／スタッフ一同」

今後経過報告が参ると思います。その時は動画が映

せるよう頑張ってみます。

◇大谷ガバナーによる新会員にバッジ装着：

桜川誠会員

大谷ガバナー卓話

それでは、イアンライズリーＲＩ会長のことと地

区方針についてお話ししたいと思います。

先ず、ティタス君、まだ日本語分からないでしょ

うが、1年間楽しく過ごして頂きたいと思います。

年1回ＲＩ会長招集による国際大会があります。今

年度はカナダのトロントですが、その次はドイツの

ハンブルグです。ティタス君はその頃大学生になっ

ていると思いますが、その時皆さんでティタス君に

会いに行って頂きたいなと思います。

イアンライズリー会長は写真の通り、非常にニコ

ニコ柔らかい、心の温かい包容力のある方です。ガ

バナーになるためにアメリカ･サンディエゴに世界

中のガバナーエレクトが集まって1週間缶詰になっ

て教育を受けます。その時初めて我々はＲＩ会長に

お会いします。生まれはオーストラリア、公認会計

士野方です。年齢、身長、体重は個人情報で一切出

ません。自分で考えなさいと言う事ですかね･･･。

身長は180cmくらい、大きな方で奥様と一緒に壇上

に上がってこられます。紹介もアメリカですので派

手にやられまして、紙吹雪が舞うところを奥様と手

をつなぎながらやってこられます。オーストラリア

ですから、ウオーキング・マチルダが流れると奥様

とステップを踏みながら出てくる。それを見るだけ

で心の広い、温かい会長さんだなと言う気がしまし

た。奥様もガバナー経験者でいらっしゃいます。ご

夫婦でガバナー経験者です。声も太いですが何か柔

らかいです。私はこれが縁ですが、このイアン・Ｈ

・Ｓライズリーさんの時にガバナーになれた事を幸

せに思っております。

彼が壇上に上がりますと、先ず自分の1年間のテ

ーマを言います。それが

"Rotary:Making A Difference"

共通の日本語で

”ロータリー: 変化をもたらす"

このテーマに関して一切説明はありません。

この「 」の意味をこの1週間、イアンさんが言わ：

れる言葉を自分たちで考えて、解釈しなさいと言う

事です。

私はこのように解釈しました：「ロータリー 変は

化をもたらす」もう一つ「ロータリー 変化をもたに

らす」。「は」と「に」に解釈できるのではと。こ

の1年間、変化はキーワードですので話させて頂き

ます。

世界にどれだけのガバナーがいるのだろうかとい

う単純な疑問があろうかと思います。

世界のロータリーは539の地区に分かれています。

日本には34地区あります。それで私の同期は世界に

539人いることになります。

この国際協議会で、1週間、朝8時から午後6時迄徹

底的に会議で教育してくれます。帰ってから1週間

の間に。ＲＩ会長のテーマを頭に入れて、理解して、

地区方針をまとめ、決めます。

6項目地区方針：

1．増強を最重点にします
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2．戦略計画の実行

3．財団

4．ＲＩ会長賞

5．マイロータリーの登録率向上

6．柔軟性の正しい解釈

・会員増強はクラブ活性化の重要な柱である。クラ

ブの大小に拘わらず、皆で頑張ってゆきましょう

・50名以上のクラブ目標は2名以上。50名以下のク

ラブは1名以上。

・世界の会員数=現在約120万人、2007年までは125

万人、日本の会員数=現在約9万人、2007年までは12

万5千人。リーマンショックという世界不況が原因

で急減した。日本は2011年には東日本大震災があ

り最低の8万6千人に落ち込んだ。

・当地区の女性会員数9年前は153名、昨年度204名

（9.2％日本で2位。1位の東京2750地区10.7％、全

世界では20％)。

・今年の国際協議会の女性ガバナーは5人に1人。是

非女性会員を増やしましょう

戦略計画：

・公共イメージの向上に力を入れたい。メディアと

の交流を行いたい。今年度16者に来て頂いて懇談会

を行いました。秋には25社くらい来て頂ける予定で

す。メディアは地域密着のタウン紙、地元の電波な

ど、いわゆる小さなところです。三大新聞やＮＨＫ

で全国に発信と言うよりは、地域の方々に知って頂

くのが先決だろうと考えます。

･長期目標と実行。この項目にイアン・ライズリー

会長は一番時間(朝8時から午後6時迄)を費やしまし

た。私も「目から鱗」でした。何故か？、今までは

クラブを良くするために3年後、5年後の計画を立て

なさいということでしたが、それくらいでは駄目だ

よと言う事でした。10年後をしっかりイメージして

クラブの活性化のために進めて行くのが本当のリー

ダーシップであるということです。私は会長、幹事

さんの3年計画を作って下さいと言いますが、それ

は10年後をイメージして作らないと駄目ですよと言

う事です。イアン・ライズリーさんは私がガバナー

として自分の地区が10年後どの様なしっかりした地

区になれるのかしっかりイメージを頭に描きながら

いう事です。

新宅会長には僭越ながら、なかなか難しい事でしょ

うが10年後の大磯クラブのパターンを頭に描きなが

ら計画を立てて下さい。10年経ったら10才年が行く

わけですが、その時増強はどうするか、奉仕活動

は?地域の人達と一緒に活動するには?等をイメージ

しながら行動して下さい。

国際協議会ではこの命題解決をガバナー達が退屈し

ないように、イメージトレイニング野遊びから始ま

りました。私に与えられた命題は家電の洗濯機です。

大谷は今の洗濯機、10年前の洗濯機、それでは10年

後の洗濯機をどうイメージするか?隣のガバナーに

与えられた命題は車でした。洗濯機の10年後はどう

なるんだろう？答は無いんですがイメージととして

自分の答を出さなければならない。30分以内に400

字以内にまとめなさい。とこんな事をやらせられち

ゃうんですね!私の結論はワイシャツなどがたたま

れて梱包されて出てくる。洗濯屋さんがいらなくな

ってしまうというイメージを出しました。答はあり

ません、イメージです。これと同じようにロータリ

ーの10年後に答は無いと思います。しかし皆さん全

員がイメージを持って会長中心に行動して行くが重

要だと言う事をイアンさんはおっしゃってる。

私は7月が始まる前に、今の2,300人前後地区に委員

会が多すぎると思いました。各クラブの方が大変お

忙しい中を地区に出てくる。やることを止めるので

はなくて、同じようなことをしている二つの委員会

を一つにする形を取りました。

財団については前年度と同じ数字を上げさせて頂き

ました。年次基金は200ドル以上、ポリオは一人40

ドル以上、恒久基金に関しては1クラブ１千ドル以

上お願いします。

此処で寄付について考え方を変えませんか！頂いた

年次基金と恒久基金は100％3年後地区に戻ってきま

す。これを使って地区補助金やグローバル補助金に

お使い頂きたい。行為は寄付ですが、考え方は奉仕

活動の資金源でありますから奉仕活動への貯金と考

えて頂きたい。100％返ってきます。これは全く間

違いありません。
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ポリオ：昨年インドへポリオのワクチン投与に行き

ました。ポリオは30年前世界に30万人の子供達が罹

患していました。2年前のその数字が世界で74件に、

昨年37件まで減りました。今年度1月1日から5月24

日までで5件に。アフガニスタンで7月末までに4名

増え、世界で9名になりました。30万人が9名になり

ました。本当にエンド・ポリオまであとほんの少し

です。私の想像ですが、来年1月1日から6月末まで

ゼロの可能性大です。皆様から頂いてる40ドルで、

しっかりこの数字になっています。インドに行って

子供達にポリオワクチンを接種して参りましたが、

あの環境下で、此処で手を緩めたら又広がってしま

います。終結までロータリーが始めたことですから、

しっかりやる。これをロータリーの誇りにしたいと

思います。あとチョットですので宜しくお願いしま

す。

大谷ガバナーがポリオワクチン投与に

インドを訪問された時の映像紹介

インドのデリーに飛びました。3泊4日のかなりの

強行軍で行きました。首都デリーは凄い都市ですが、

環境は最悪です。大気汚染は世界一です。北京どこ

ろではなく大気汚染で亡くなる方が数十人あります。

毎年2月1日、インド政府の呼びかけでポリオワクチ

ン投与のために世界各国からボランティアが来ます。

ロータリアンはエンドポリオと大きく書いた黄色の

ジャンパーを着て村々を回り、子供の口にポリワク

チンを2滴垂らします。それだけでＯＫです。医者

の資格が無くても出来ます。インドに5才以下の子

供は1億4千万人います。労力も経費も大変かかりま

す。インドはポリオが無くなっていますが3年間ゼ

ロでないと国連は認めませんので、投与を続けてい

ます。現在ポリオが発生しているのはパキスタン、

アフガニスタン、ナイジェリアの3カ国のみです。

子供にワクチンを飲ませると指にマジックで色をつ

けます。呼んでも来ない子供がいるの

で戸別訪問します。母親が変な薬を飲ませるのでは

断ることがあり、それを説明するのが大変です。う

ちの地区からは毎年10人くらい行っています。我こ

そはと思われる方は是非行って頂きたい。旅費その

他一切自腹です。

行ってみて、ここまでやったらどうしても撲滅しな

ければと思います。ワクチンを飲んだ子には鉛筆を

上げるのですが、子供はそれを欲しさに指を隠して

何回も来ちゃう。それが分かっても子供は欲しがっ

て去らない子がいると上げちゃう。2滴以上のませ

ても害は無いそうです。ポリオにかかった子を手術

して歩けるようにします。手術台はすべてロータリ

ーが出しています。最近になってすべてをロータリ

ーやビル・ゲイツが100％出すのでは無くてインド

政府が徐々にワクチン代を出すようになりました。

ロータリーはワクチンの冷凍費、地方への運送費を

負担することになってきました。経済力のある国は

自国負担するようになっています。

それでは毎年40ドル出しているロータリーのお金

はどうするのか？ ＲＩでは次の難病撲滅、或いは

何か良いことをする為の検討委員会を立ち上げてい

るそうです。

（ガバナー卓話は以上）

例会終了点鐘：新宅文雄会長

ガバナーを囲んで懇談会

司会：田中敏治幹事

前回訪問した時に頂いた質常磐ガバナー補佐：

問：規程審議会でクラブ運営の柔軟性を尊重する考

えから、家庭の主婦が職業分類に入ってくると言う

ようなことになると、 は要クラブに職業分類委員会

らないのではないか？についてガバナーからお答え

を。

女性を多く入れようと言っている大谷ガバナー：

のは女性の才能もさることながら、男女の差は全く

ないと言いたいんです。昔スチュワーデスが今はキ

ャビン･アテンダントと言わなければいけないと言

われる時代です。女性も男性と全く同じ職業をやれ

るし、変わることはないという型を私は思っていま

す。「家庭の主婦」→「主婦」というと、男性と比

べて女性の差別という形に取られてしまうのではと

思っています。
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規程審議会で決められたクラブの柔軟性というのは、

例えば「例会は月2回以上は開催すること」と言う

規定も、もし例会数を変えることがそのクラブの活

性化に繋がるなら、クラブで考えて実施しても良い

と言うことで、この規定をクラブが活用するチャン

スととらえるべきでしょう。職業分類委員会は各ク

ラブで必要かどうか考えて決める事で、委員会また

は担当者を置くことをＲＩは一切要請していません。

職業分類表はクラブの地域を代表する河本会員：

会員の職業構成のバランス、新会員の発掘の手段と

して大きなよりどころとなるもので必要と思います。

その分類に「家庭の主婦」も立派な職業という意見

もありますが、会員資格に「家庭の主婦」が入るべ

きかどうか云々に執着せぬ方が良いと考えます。

注：国際ロータリー定款第5条 会員

第2節－クラブの構成：

クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身「

をもって示し、職業上および／または地域社会で良

い評判を受けており、地域社会および／または世界

において奉仕する意欲のある成人によって構成され

るものとする。」

とあり、職業を持つ人すべてが会員資格があると

は言っていません。

RIはDLP=地区リーダーシップ･プ大谷ガバナー：

ラン=ではガバナー補佐を置いて、このように地区

を運営しなさいと決めましたが、CLP=クラブリーダ

ーシップ･プラン=では400人以上のクラブあり、10

名足らずのクラブあり、一様に運営は出来ないと知

っているので、組織の例は示していますが、各クラ

ブが自らが活性化できるような組織で運営すること

を認めています。従って職業分類委員会或いは担当

者を置くことはクラブで決めれば良い事です。

先月入会して、ロータリー新会員桜川誠さん：

の活動がよく分からなかったんですが、先ほどのガ

バナーのお話しの中で、ポリオ撲滅に世界的に取り

組んでるのを知って凄いなと思いました。今までラ

イオンズクラブをよく見ていたので･･･。これから

よく勉強します。

櫻川さん、私36才で入ったんです。大谷ガバナー：

その時、ＪＣ、ライオンズ、ロータリーと入会を勧

められ、私はロータリーを選んだんです。でも私は

ロータリーを知っているから選んだのではなかった。

私の親戚がロータリアンでいて、「新ちゃんチョッ

ト来いよ」から始まりました。入会して色々な会員

の方々と接触して、クラブは青少年健全育成を大き

な奉仕目標としているので子供達のサッカー教室や

野球教室、障害を持った子供達のスポーツ教室をや

っていました。それをやって行くうちに覚えてきま

した。入って急にロータリーのやっている事はとか、

目的はどうだろうとかは河本さんや百瀬さんが教え

てくれますので、ゆっくり奉仕活動しながらロータ

リの此処は良いなとか変えた方が良いなとか考えて

下さい。私が36才で入って鐘は叩くは歌をうたって

いる、これは変なところへ来ちゃったな･･･と思い

ました。私はガソリンスタンドを経営していたので

最前線へ出てバリバリ働いていました。当時は4回

連続欠席すると除名でした。私は何回も3回連続休

んで4回目はやっと出席して、何とか乗り超えてき

ました。それはロータリーで出会った人達がお金で

は買えない財産だったから、今振り返るとそれでし

たね! ロータリーを楽しみなさいと言われても緊

張してなかなか楽しめないかも知れませんが･･･。

ロータリーではガバナーをやられた方も、同じ一ロ
いち

ータリアンとして接して下さる。それがロータリー

です。

若い方は若い仲間/友達を連れてくる事が出来ま

す。貴方の友達がいたら先ずすぐ入ってくれよでな

くて、例えば宿場まつりに連れてきて、百瀬さんを

見せて、あの人が女性として今度ガバナー補佐をさ

れる人だよ、ロータリーてこんな事をやっているよ、

など一緒に見て貰うのが一番と私は思います。それ

から入会して頂く。何にしろ若い人を連れてきて･･

･下さい。

女性会員なので、女性に声を掛けると、百瀬会員：

「ロータリーて何をしているところ？」、「怖い叔

父さん達がいっぱいいるところ？」と言うイメージ

があります。「とんでもない、優しいよ」と言って

も、「著名人がいっぱい入っているところだから」、

おっかないイメージというか「偉い人の集まりみた

い、お金持ちが入るところでしょ？」。そういった

イメージを払拭して女性でも入り易い「フレーズ」

があるでしょうか？

男の私でもいくら親戚の人がいる大谷ガバナー：

とは言え、勇気が要りましたね。女性はもっと勇気

が要ると思います。平塚西クラブ(女性会員なし）
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で話しましたが、女性１人に例会に来いと言っても

来ませんよ！私の経験から、先ず顔見知りになるた

めに複数来て貰う。うちのクラブでは５人の女性が

活躍されています。会員数50人なので10％です。弁

護士先生、社労士先生のお二人のことですが、弁護

士先生にはクラブにいるＡ弁護士先生が前から誘っ

ていたんですが、怖いところだから行きたくないの

一点張りでした。Ａ先生は怖くないところじゃない

から、入らなくても良いから、ほかに例会に出る女

性の方がいるから一度例会に食事にいらっしゃいよ、

と誘ったら嫌々ながら来たんです。私は見ていまし

たが、ずっと下を向いて早くこの場を切り抜けたい

なの言う気持ちがありあり見えました。帰られてか

ら2ヶ月かかりましたが二人入って貰えました。私

は男性でも櫻川さん勇気あると思いますよ。入られ

ると女子の方が行動的です。男性だらしがない？女

性に全部の委員長をやって貰いたいぐらいです。

若い人達は仕事と家族を養育するのに新宅会長：

手一杯で余裕がない社旗情勢ですが。若い会員を増

やすにはどういう声かけをすれば良いか。

若い人に声を掛ける前に、若い人大谷ガバナー：

に入って貰う企業努力が必要と思います。昨日公式

訪問した平塚西は新会員には入会から3年間、年会

費を半額にする英断をした。そのような時代になっ

たと山田会長、理事の方々は思ったそうです。これ

が実際効果があるかどうかは分かりません。分から

ないけれど絶対負の方向には行かない。プラスに行

くだろうと考えられた。直ぐに入る人が来たかとい

うとそうではないんですが、そういう環境作りをさ

れています。ロータリーはこんな良いところだ、和

気藹々としていて、素晴らしい奉仕活動していると

ころだよと言っても、言葉で言っても時間がかかる

と思います。それで奉仕を実践している活動に来て、

見て頂くのが一番と私は思っています。

会費以外に入ったら寄付がこんなにあると辞めた人

もあるので、若い人達にやっていることをオブラー

トに包んで言ってはいけないと思います。若い貴方

はどう考えるか分からないが、しかし歳のいってい

る私は老婆心ながらこう思ってやって来ていると話

します。特効薬はありません。

一つ良い例を申しますと、増強は会長、幹事だけで

やれるものではありません。増強委員長がいくら頑

張ったって、たかが知れています。全員でやるのが

一番。会員一人ひとりがノルマで1－2名の推薦指名

をする･･･、相模原ＲＣが最近14名の増強をしまし

た。どの様にして？会長は会員が60名で1人3名出し

てくれ－180人は出なかったが150人出た－。その場

で半分は駄目だったが･･･。3人の中でランク付けし

て出しても良いんじゃないか。みんなでやる事が必

要です。焦らず根気よくやる事が大事です。

大磯には校長先生を卒業した方が大勢新宅会長：

いますが、何か良い声かけ法は？

青少年健全育成事業を立ち上げる大谷ガバナー：

こと=教育に焦点を絞った事業を考える=卓話に呼ん

だり出来る。

以前は「最も良く奉仕する者、最も多新宅会長：

く報われる」、「超我の奉仕」という言葉がよく聞

かれましたが、最近はあまり聴きません。何かあり

ましたか？

今もＲＩは2大標語で使っていま大谷ガバナー：

す。

「最も良く奉仕する者･･･」の方は第2河本会員：

標語、「超我の奉仕」は第1標語になっています。

前者は利益のために奉仕をするのは間違いではない

かと一度消えかかったり、ジェンダー問題でHeは甚

目だとOneに変えるなど、受難続きでしたが。ちゃ

んと生き残っています。

平塚西クラブでは新会員半額3年間にされたとの

ことですが、大磯は現在新会員は25％引きの22万5

千円、45才未満の会員は25万円、入会金は無しとし

ています。

会員増強では会員一人が1名の推薦をするよう会

長、増強委員長から要請されていますが、なかなか

出ません。過去何人も推薦された方を再発掘する手

だてとして手紙を出すのが有効と新宅会長から言わ

れているので、挑戦したいと考えています。

地区では35才以下の会員が入会さ大谷ガバナー：

れたら地区分担金は半額にすることにしています。

これは今年度だけのことですが、何か行動を起こさ

ないと駄目です。

相模原南クラブの中川会員(故人)がエピソード：

大阪に支店をつくった時に大阪ＲＣにメーキャップ

したら、同じテーブルの会員のネームプレートに幸

之助と見えたので、ひょっとしたらと思っていたら、
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その方がテーブルでお茶を注いでくれた。それが松

下幸之助さんだったので、驚いてバッと立ち上がっ

たらお茶椀がひっくり返って服を濡らしてしまった。

そしたら松下さんが「失礼、失礼」と自分のハンカ

チで拭いてくれたそうです。中川さんは感激しちゃ

って「これクリーニングに出さない」。そのような

生涯巡り会えないような人に会えた･･･。彼は自分

これ本の卓話の時はずっとそれしか言わない(笑い)

当の話です。

大谷ガバナー講評：

貴クラブは前から雰囲気の良い厳粛なクラブと言

う事はずっと知っておりましたが、改めて再確認に

させて頂きました。有り難うございました。まだあ

と9ヶ月ありますが、宜しくお願いします。

9月17，18日地区大会があります。早い時期に行

われます。初めてのことで、みんな右往左往、紆余

曲折で実行に向けて委員会で頑張っています。多々

失礼があると思いますが、多くの皆様のご出席をお

待ちしておりますので宜しくお願いします。

以上

記念写真:出席者全員ガバナーを囲んで

新宅会長：感想

公式訪問を終えて・・・・・・

公式訪問で大谷ガバナーは、「イアンＨ.S.ライ

ズリー国際ロータリー会長のテーマ」＝ ＜ロータ

リー：変化をもたらす＞ について、解説されまし

た。

具体的な目標・奉仕活動・公共イメージと認知度

の向上等についても述べられました。

ロータリーとは何ですか？という問いに、

印象に残っているのは、＜：＞この記号のところに

＜は＞ を入れることも可能だし、＜に＞ に置

き換えることも出来る。その他にも考えさせられる

テーマになっている。 明解で現実的で解り易く色

々と学ぶことが出来ました。

また、地区方針について語られました。会員増強、

戦略計画実行（公共イメージと認知度向上）、財団

・米山、ＲＩ会長賞、マイロータリーの登録、柔軟

性の正しい理解、ポリオについての情報もお聞きし

ました。

後で考えてみると、大谷ガバナーは、人をその気

にさせるコントロールがとても上手な人で、おっし

ゃる事は簡単に出来ることではないのですが、爽快

で、清明、やる気にさせられた様に思いました。

有難うございました。


