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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞  

第 2550回 平成 30年 3月 22日 木曜日  

       会員卓話  林 健吉会長エレクト 

 

司 会 進 行 西村 肇 SAA 

点 鐘 西川 昇会長 

ソ ン グ それでこそロータリー 

出 席 報 告 畑中伸夫担当責任者 

 

ニコＢＯ Ｘ 廣瀬泰輔担当責任者 

・林会員、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

西川 昇 

・林さん、卓話よろしくお願いします。 岩尾 誠 

・林 健吉さん、岐阜県調理師協会長、就任おめで

とうございます。          澤崎 茂 

・林会員、本日の卓話、よろしくお願いします。楽

しみにしております。 

 平岩憲政・廣瀬泰輔・河合 修・川井昭司 

 國田大雄・三原慎也・村土時男・西村 肇 

 野田三津雄・小笠原正道・大畑於左武・酒井智義 

 坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸 

 渡邉 剛・山川直保 

幹 事 報 告 岩尾 誠幹事 

・国際ロータリーデータサービス部より、2018年

ロータリー国際大会における信任状証明書の提

出依頼 

・ガバナー事務所より、台湾東部地震災害義援金

協力の延長について 

・各務原かかみの・各務原 RC より例会変更の案内 

会長の時間 西川 昇会長 

 ただ今幹事から報告がありましたように、4 月

第 1例会に 2名の新会員の入会式を行いますので

お願いします。 

 春の全国交通安全運動が、4月 6日から 15日に

かけて行われるということです。ここのところで、

特に厳しいのが過積載です。特殊な車に乗るとき

は、よく車検証を見て確認して頂きます様よろし

くお願い致します。アスファルト合材や採石など、

積んでから計量器で測れば、過積載かどうかわか

ります。長尺違反に関しては、車のボディー寸法

全長の前後 1割しか出ていけないことになってい

ます。この違反の点数は 1点ですが、反則金は車

によって違いますので気を付けて下さい。どうし

ても長尺を運びたい時は許可申請を出します。警

察官が見て安全ならば許可が出ますが、その日限

りのものとなります。 

 本日は林会長エレクトの卓話です。よろしくお

願い致します。 

会 員 卓 話 林 健吉会長エレクト 

いよいよ次年度が間近に

迫って参りました。先日、

会長エレクトセミナーが岐

阜都ホテルで開催され出席

して来ました。いつもなら、

2 日かけて行うそうですが、

次期のガバナーの意向もあ

り、今年は 1日で内容を密

にしてしっかりやるということで、午前 10 時から

午後 7時まで行われました。第 2630地区 12グル

ープ 76クラブの会長エレクトと、67名の地区役

員の合計 143名が出席して開催されました。 

会員数 出席 補正 合計 出席率 

39名(免除 2名) 25名 9名 34名 91.9％ 

＜次回の予定＞ 

第 2553 回 平成 30 年 4月 12 日 第 2 木曜日 

     花見例会 

         八幡町城山公園にて 

          

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2552 回 平成 30 年 4月 5 日 第 1 木曜日 

     外来卓話    

名古屋昭和 RC会員  島田純子様 

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  

 

   

       

          



 今日は、バハマ出身の次期国際ロータリー会長

バリー・ラシン氏のテーマについてと、ロータリ

ーのビジョン声明、次期地区ガバナーの木村静之

氏のテーマについてお話させて頂き、その後は、

木村次期地区ガバナーが、クラブの会長経験者に

お話を聞くことが、今後のロータリーに役立つの

ではないかと言ってみえましたので、ぜひ本日、

パスト会長の皆さんにお話して頂こうと思います。 

2018－19 年度 RI会長テーマ 

インスピレーションになろう“Be The Inspiration” 

バリー・ラシン RI 会長エレクト 

113年前の創設以来、ロータリーの役割は、世界

において、また会員の人生において、絶えず進化し

てきました。ロータリーはその初期、会員が親睦と

友情を見つけ、地域社会で人びととのつながりを築

く方法を提供していました。その後ほどなくして、

ロータリーに奉仕が芽生え、組織の成長とともにそ

の影響も膨らんでいきました 。間もなく、ロータリ

ー財団の支えもあって、ロータリーの奉仕は世界中

の家族や地域社会の人びとの生活を変えていくよう

になりました。活動の成果を高めるために、他団体

とのパートナーシップや奉仕の重点分野を生み出し

ました。各国政府、国際団体、無数の地元や地域の

保健当局と協力して、世界最大の官民協同による保 

健の取り組み、ポリオ撲滅にも乗り出しました。ま

すます多くの会員が、友情だけでなく、人助けのた

めに行動する方法を求めてロータリーにやってくる

ようになりました。 

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポー

ル・ハリスが思い描いた団体であり続けます。それ

は、この地球上のあらゆる国の人たちが手を取り合

い、自分を超えた素晴らしいことを生み出せる場所

です。その一方で、今日のロータリーは、類まれな

不朽の価値を提供してくれます。それは、才能、そ

して世界を変えようという熱意をもつ人たちの世界

的なネットワークの一員となれるチャンスです。私

たちは、地域社会で行動する力が世界的な影響を生

み出し、力を合わせればたいていのことを実現でき

る能力とリソースを兼ね備えています。 

全世界で、ロータリーはかつてないほど重要な存在

となっており、より良い世界を築くその潜在能力は

莫大です。残念なことに、ロータリーがどんな団体

で、どんな活動をしているのかを十分に理解してい

る人は多くありません。私たちのクラブ内でさえ、

多くのロータリアンがロータリーについて十分に知

らず、ロータリー会員であることの恩恵を十分に享

受していません。 

ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社

会を変えるものです。真に変化を生み出す奉仕をも

っと実現するために、私たちは、ロータリーでの自

分の役割、そして世界におけるロータリーの役割を、

これまでとは違う角度でとらえる必要があります。

公共イメージにもっと重点を置き、ソーシャルメデ

ィアを活用して会員基盤を築き、奉仕のスケールア

ップを助長してくれるパートナー組織に注目しても

らう必要があります。より持続可能な影響をもたら

す大きなプロジェクトに力を注ぎ、ロータリー年度

や任期を超えた活動の研究と計画に時間を費やす必

要があります。一番大切なのは、前向きな変化を生

み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、

そして創造性をもって正面から立ち向かう意欲を、

クラブ、地域社会、そして組織全体から引き出すた

めの「インスピレーション」となる必要があるので 

す。 

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世

界平和の縮図であり、国々が従うべきモデル」です。

私にとって、ロータリーは、単なる「モデル」では

なく、インスピレーションです。ロータリーは、可

能性を指し示し、そこに到達する意欲を引き出し、

行動を通じて世界の「インスピレーションになる」

ための道を拓いてくれるのです。 

ロータリーのビジョン声明 

(国際協議会におけるバリー・ラシン RI会長エレクトの講演より) 

 私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そ

して自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた

めに、人びとが手を取り合って行動する世界を目指

しています。 

 ロータリーで、私たちは手を取り合います。なぜ

なら、協力すれば一人よりもずっと強くなれると知

っているからです。 

 私たちは行動します。なぜなら、ロータリーは夢

想家ではなく、実行する人の集まりだからです。 

 私たちは持続可能な変化を生みます。私たちの活

動が終わった後にも末永く続く変化を。 

 世界での変化、地域社会での変化は、私たちが決

して会うことのない人や、最愛の人を含め、すべて

に影響します。 

そして、おそらく一番大切なのは、自分自身の中で

の変化でしょう。 

 マザー・テレサは、かつてこう言いました。世界

を変えたいなら、うちへ帰って家族を愛しなさい。

まずは自分を変えることから始め、そこから外に向

けた努力をしなさい、と。これは、ロータリーとい

う組織を支える際に、私たち全員が心に刻むべきこ

とです。 

2018－19 年度第 2630地区テーマ 

ガバナーエレクト 木村静之 

 「理念をかかげ 意欲を喚起し 共に行動」 

「理念をかかげ」1905 年にポール・ハリスは心から

信じあえる友を求めてロータリーを作りました。初

めは親睦と互恵だけのロータリーでしたが、その後、

多くの先達によって崇高な理念と素晴らしい原理が

付け加えられました。奉仕の理念は、ロータリアン

の倫理を高め、それに基づく実践を重ねてきました。

私たちは、職業奉仕という幹の中にある「奉仕の理

念」をお互いにしっかりと掲げたいと思います。 

 そして、奉仕の理念を学ぶ場が「例会」でありま

す。職業人としての倫理を向上させ、互いに切磋琢



磨し学ぶ場が「例会」であります。例会のプログラ

ムを大切にし、例会への出席を大切にしましょう。

例会によって理念が改めて会員に浸透されるのです。

例会は「人生の道場」です。 

「意欲を喚起し」奉仕活動を担うのは個々の会員で

す。一人一人の会員を大切にし、会員の奉仕に対す

る意欲を呼び起こすことができれば、ロータリーは

より大きなことができ、地域社会に、世界に、より

良い変化を生み出すことができるでしょう。 

 変化を生み出すことへの意欲を、どのように喚起

したらいいのでしょうか。一つは、感動体験です。

ロータリーでの自らの感動体験を思い起してくださ

い。また、他のロータリアンの感動体験の話を聞き

ましょう。私たちはそこから意欲をもらいます。皆

さんがロータリーに入会してからの感動体験を、お

互いに話しましょう。それはさらなる奉仕へのイン

スピレーションとなるはずです。 

(公共イメージの向上)ロータリーの地域社会におけ

る奉仕と世界における人道奉仕を世間に知ってもら

うことは、私たち自身の意欲をさらに喚起すること

になります。世界中のロータリアンは、それぞれの

地域で意義ある活動を続けています。ロータリーの

数多くの成功談を世の人々に知ってもらうことは大

切です。ロータリーが主唱したポリオ撲滅が達成で

きれば、ロータリーの歴史的な成果として永く人々

の記憶にとどめられることになるでしょう。それは

さらなるロータリーの奉仕への励みとなるはずです。 

「共に行動」ロータリアンは信頼で繋がっています。

ロータリーの仲間みんなで奉仕活動を実践しましょ

う。一部のメンバーだけの活動ではなく、多くの会

員が参加して行うことによりさらに大きな良い効果

が得られます。例えば委員長だけの活動ではなく多

くの会員が参加するよう、意欲を喚起したいもので

す。 

 主役は各クラブです。クラブの会長初めリーダー

の皆さんは、ガバナー補佐や地区委員会から様々な

ヒントを得ることができます。地域社会における奉

仕活動、国際奉仕、次代を担う青少年育成のための

奉仕活動、6 つの重点項目として取り上げられる人

道奉仕、ロータリー財団の地区補助金を活用した奉

仕プロジェクト、グローバル補助金を活用した奉仕

プロジェクト…。「世界を変える行動人」キャンペ

ーンは、インパクトのある活動によってロータリー

が変化をもたらすことを、世界に向かって宣言する

ものです。 

2018－19 年度 地区重点目標 

１ 「奉仕の理念」の浸透と例会の充実 

２ 会員基盤の強化、意欲の喚起 

３ 奉仕活動の充実 

４ 公共イメージと認知度の向上 

５ ロータリー賞、RI 会長特別賞に挑戦しよう 

ここからは、当クラブのパスト会長さんに、良かっ

たことや、こうすればよかったなどの反省点をお話

頂きたいと思います。新しい人からお願いします。 

・小笠原正道直前会長 

 昨年の剱田ガバナーは、特に例会出席を大事する

ようにとのことで、当クラブの大畑会員が地区大

会でガバナー表彰を受けましたが、高齢でもなお

例会に出席されている会員を大事にするという素

晴らしい方、いろいろ勉強になりました。 

・河合 修パスト会長 

 「ロータリー情報を共有する」というテーマでい

ろいろ取り組みました。その中でも、八幡町のふ

るさと祭りにロータリーデーということで参加し、

ポリオ撲滅の募金を募りました。また、3クラブ

交流会を八幡で開催し、伊勢崎中央 RC との新しい

出会いもありました。 

・和田詠伸パスト会長 

 私の時のガバナーは陶芸家の方で、肩苦しさがな

く、お話も楽しい方でよかったです。クラブの活

動は、1年を通じてやることは決まっており、そ

の他の新しいことは何もしませんでしたので、自

分なりにアレンジしてやったつもりです。トラブ

ルもありましたが、理事会の固い結束で乗り越え

られました。 

・遠藤主税パスト会長 

 ピンチヒッター的に会長になりましたので、あっ

という間に 1年が過ぎ、あまり覚えていませんが、

同級生の会員のおかげで何とかやれました。 

・渡邉 剛パスト会長 

 例会の会長の時間に何を話すかが大変だったと思

いますが、そのおかげでいろいろ勉強出来ました。

私の一番の功労は、会長エレクトだった方に急に

出来ないと言われ、遠藤君を説得してやってもら

ったことです。 

・大前正行パスト会長 

 今までの会長経験者の話を聞きたいと言われまし

たが、林次期会長のやりたいようにやって頂けれ

ば良いと思います。今年は出席係をしていますが、

最近出席率が低いので、これは例会が面白くない

からかなと思います。欠席して損をしたと思える

ような例会をして頂ければと思います。 

・川井昭司パスト会長 

 今でも毎年あると思いますが、私が会長の時は、

RI 会長賞に挑戦しました。この賞に挑戦するため

に、次年度はこのようなことをやるのだという考

えで計画を立てていかれれば良いと思います。 

・田代東次郎パスト会長 

 会長はずいぶん前だったのであまり覚えていませ

んが、最近思うのは、ロータリーは寄付団体では

ないと言いながら寄付を求められることが多いと

思います。会長の権限で断れるところは断り、や

りたい人がやれば良いと思います。私が会長の時

のガバナーは、一番大事なのは自分のクラブだと

言ってみえましたが、最近はガバナーが変わるた

びにすべてのことが変わってしまっているように

思います。もっとロータリーの根本にかえってほ

しいと思います。 


