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西名古屋分区 ガバナー補佐訪問日
第 786 回
2007年9月18日（火）晴
斉
出

唱
席

第10回

奉仕の理想
会員 75 名（出席率算入人数 66 名）
出席 56 名 出席率 84.85％
前々回補填率 96.92％（9 月 4 日分）
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こんばんは。本日は地区より杉
本ガバナー補佐をお迎えして、しっ
かりと教育していただきました。杉
本ガバナー補佐には我々のロータ
リー活動をご報告致しました。ま
た、本日は遠路はるばる、稲沢 RC
の会長エレクトであります、鈴木程
久さんがお越し下さっています。よ
うこそいらっしゃいました。ごゆっくりご歓談下さい。
私が長々と話をして、この後の杉本ガバナー補佐のた
めになるお話しの時間が短くなってしまうといけません
ので、私の話はこのくらいにしたいと思います。どうか
皆さん、本日はごゆっくりご歓談いただきたいと思いま
す。

幹 事 報 告

幹事

杉山

隆秀さん

幹事報告はありません。

ニコボックス
＊西分区ガバナー補佐訪問宜しくお願い致します。
ガバナー補佐
杉本 仁至さん
＊地区副幹事 舩橋茂行さん、ガバナー補佐幹事 飯田
鳴登さん、ガバナー補佐幹事代理 永野光容さんより
過分にご協力いただきました。
＊稲沢ロータリーから MC で寄らせて戴きました。
稲沢 RC 鈴木 程久さん
＊ガバナー補佐をお迎えして。
川村 繁生さん
細井 俊男さん
宮嵜 良一さん
林
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真木
實さん
鈴木 清詞さん
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川辺 清次さん
猪村 美之さん
加藤 英敏さん
森
昭勝さん
久米 伸治さん
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＊初めて台湾に行って来ました。台中にある草屯ロータ
リーの方々に大変お世話になりました。ロータリーの
友情っていいですね。
鈴木 厚司さん
＊先日のゴルフ部会遠征、鈴木前部会長には大変お世話
になりました。金子柱憲プロの特別レッスンは大変参
考になり、是非また例会の方にも呼んで頂きたいと思
います。
児島 徳和さん
＊遠征ゴルフで幹事様に大変お世話に成りありがとうご
ざいました。
森田敏二三さん
＊遠征ゴルフ楽しかったです。幹事の皆様ありがとうご
ざいました。
生野 房江さん
＊ 20 日〜 26 日まで動物愛護週間です。栄でイベント
動物フェスティバルをおこないます。
三浦
隆さん
＊ 71 才の会長の相続対策が終了し“ホッとした”との
一言で忙しさが報われました。一日一善。
小坂井重樹さん
本日合計 84,000 円
累計 527,000 円

バナー交換報告
●鈴木 厚司さん
先日台湾の草屯にあるロー
タリークラブとバナー交換を
してまいりました。親日家の
方も多く、非常に良いロータ
リーの友情を交わすことがで
きました。名古屋へ来た際に
はぜひメーキャップをすると
いうことでしたので、またお連れできたらと思います。
第788回例会（10月2日）のご案内

ガバナー公式訪問日（瑞穂 RC との合同昼間例会）
ガバナー 江崎 柳節氏 ホスト：名南 RC

ガバナー補佐卓話

●西名古屋分区ガバナー補佐
杉本 仁至さん
皆さん、こんばんは。名古屋中
RC 所属の杉本仁至でございます。
よろしくお願い申し上げます。
07-08 年度の RI 会長はカナダ・
オンタリオ州トレントン RC 所属の
ウィルフリッド・ウィルキンソン氏
であります。ウィルキンソン会長は
税務会計事務所ウィルキンソン＆
カンパニーの創立者であります。社
会福祉団体の役員、学校の理事長等々、数多くの要職を
務めておられます。ロータリー活動では、
インターナショ
ナル・ポリオプラスの委員長をして大活躍をされ、国際
的なロータリアンとして有名な方であります。
今 年 度 の 国 際 ロ ー タ リ ー の テ ー マ は「ROTARY
SHARES ロータリーは分かちあいの心」であります。
ロータリーは温かい愛と善意に満ちた親切心をもって、
分かちあいの心でつながっていこうと言っております。
ロータリーは分かちあいの心を共有し、会員拡大のため
にポリオ撲滅運動をはじめとするいくつかの奉仕活動の
ために、ロータリークラブを充実させ、楽しいクラブに
なるために、分かちあいの心で協力し、分担しあい、助
け合い、世界の隅々までが平和で幸せになるように、力
強く実践しようと訴えております。
2760 地区について話をさせていただきます。国際
ロータリー 2760 地区のガバナーは江崎柳節様です。小
牧 RC の会員で、名古屋市立大学出身のお医者様です。
医療法人柳節会江崎外科内科の名誉院長をされていま
す。
2760 地区の運営方針は「違いをもたらそう One
Difference」です。「クラブの魅力を高め、クラブの基
盤を強化しましょう」
、
「クラブのニーズに合った、成果
の多い奉仕活動をしましょう」
、
「ロータリー財団、米山
奨学会に参加、寄付のお願いをしたい」
、
「クラブの枠を
超えたロータリー指導者の育成をしてほしい」
、
「あらゆ
るレベルの会合に出席し、
自己研鑽をしてほしい」以上、
5 つの方針に協力をお願いしたいと言っておられます。
よろしくお願い申し上げます。
ロータリーというのは 1900 年代の初めにアメリカ・
シカゴにてポール・ハリスはじめ 4 名のメンバーで誕
生しました。当時のシカゴは大不況で、
町は荒れに荒れ、
商道徳、モラルもなく、どんなことをしてでも儲けた者
勝ちという時代でありました。こういう時代だからこそ
ロータリーは誕生したのだと思います。
しかしそれから 100 年以上が経ち、初期の理念が薄
れ、クラブにも指導性がなくなりつつあります。クラブ
の運営もマンネリ化し、
会員数も減少しています。事実、
日本のロータリアン人口も最大 14 万人だったのが 10
万人を切る状況です。
国際ロータリーはこのことをたいへん心配し、対策を
練り、全世界に指示・指導を始めました。こういう状況
下での江崎ガバナーの運営方針であるということをご承
知おき下さい。
その対策である CLP（クラブ・リーダーシップ・プ
ラン）につきましては、詳しくはガバナーが直接話され
ると思います。ただし、これは採用するかしないかはそ
れぞれのクラブで議論し、決めていただけばいいと思い
ます。まったく採用しない、あるいは一部のみの採用と
いうことでもいいかと思います。
ここで 2760 地区からのお願いがあります。10 月 2
日に江崎ガバナーがこちらを訪問いたしますが、そのと

きの食事はカレーやサンドイッチ程度に抑えていただき
たい。世界にはロータリアン 1 食分の食事代が 1 ヶ月
分の食費だという人々もいます。どうかご協力お願いし
ます。
次にガバナー補佐からのお願いです。平成 22 年に名
古屋城築城開始 400 年を迎えます。名古屋市はじめ、
各種団体が名古屋城本丸御殿復元を目指しています。こ
れをロータリークラブも応援しようではありませんか。
「尾張名古屋は城で持つ」というように、当地区は文化・
技術レベルの高いところであります。後日松原名古屋市
長が直々にこちらのクラブを訪問し寄付のお願いをする
と思いますが、その際はどうかよろしくお願いします。
さらにもう 1 点、
お願いがあります。インターシティ・
ミーティング（IM）が、来年 2 月 18 日（月）
、名古屋
観光ホテルにて行われます。講師には「国家の品格」著
者であり、お茶の水女子大教授の藤原正彦氏をお迎えし
ます。ぜひ多数の皆様方のご参加をお願いいたします。
ここからは、最近のロータリーについて、私の思うと
ころを述べさせていただきます。
私は 35 歳のとき、名古屋中 RC に入会させていただ
きました。入会審査は大変厳しく、一業種一人の原則も
厳格でした。当時はロータリーバッジを忘れたら罰金。
服装、身だしなみ、言葉遣いも厳しく、100％出席は当
たり前です。長幼の序もしっかりし、気持ちのよいあい
さつが飛び交っておりました。ロータリークラブ、ロー
タリアンともにプライドが高く、グレードの高いもので
ありました。
先ほどもお話ししましたように、現在はロータリーに
魅力がなくなりつつあります。会員数が減少した結果、
会員拡大優先ということで、ロータリーの入会基準、入
会審査も変わり、また運営方法も変化し、お願いだから
ぜひ入会してくださいの姿勢に変わってしまいました。
そしてロータリーを愛し、憎まれても文句を言ったり、
指導する人も少なくなってしまいました。名古屋名南
RC は、歴史、文化、伝統があり、その格式、風格が大
変素晴らしいクラブであります。ぜひ、ロータリーの本
当のよさを守り続けてほしいと思っております。
最後になりましたが、ロータリークラブは全世界に
168 カ国、530 地区、3 万 2,500 クラブ、120 万人の
会員がいます。そして会員には色々な人がいます。国、
言葉、宗教、政治、文化、習慣、哲学、多くの違いがあ
ります。作家の五木寛之氏は
「人は皆大河の一滴」と言っ
ております。氏の言葉を借りれば、ロータリー会員一人
一人は、一滴、一滴であります。一つのクラブはせせら
ぎであり、さらにいくつかのせせらぎが集まり、小川と
なります。さらにいくつかの小川が集まり、川となりま
す。さらに、世界中の 120 万人の一滴、一滴が集まり、
ロータリーの大河となります。ロータリーの大河が世の
ため、人のためにとうとうと流れることを願うものであ
ります。
私はロータリーを 30 年以上やらせていただき、年老
いてまいりました。それでも、今日はこれから生きてい
く人生の中で一番若い日であります。また、明日も私の
残された人生の中で一番若い日であります。皆さんも同
じです。残された人生の中で今日が一番若い日でありま
す。明日もまた一番若い日であります。お互いに若い、
若い、若いという気持ちで頑張っていこうではありませ
んか。ご清聴ありがとうございました。

