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国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう

第３０６回 例会 ９月１８日草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
幹事報告
ロータリーソング
委員会報告
四つのテスト
ＳＡＡ報告
お客様紹介
出席報告
会長挨拶
閉会点鐘
朗読劇 山本周五郎の世界「麦藁帽子」
出演 金子之男氏 他
みんなが同じ価値観の下でやらなくてはいけない。
その決まりと言うのは我々のロータリーの目的の「一
語一句」これを間違えたらいけない！これをガバナー
◆ お客様
国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 中川高志様 からご指導いただきました。
〃
地区幹事
深田将由様 特に「。」句読点、「： (コロン)」ではなく「。」です。どっ
〃
第 9G ガバナー補佐 金杉 豊様 ちでも良いのではと思われる方もいらっしゃるかもし
青少年交換留学生
マグナス トレンカー君 れませんけれども、今私が申し上げましたがそれは
国際ロータリーの方で決められたことを一会員さんも
◆ 会長あいさつ
森 勇一会長
同じ解釈でロータリー活動を推進していく上では必要
皆さんこんばんは凄く緊張しています。今日は私誕
なこと、勝手な解釈でもってやらないように、何か考え
生日なのです。9 月 11 日という事で 57 歳になりまし
ること、迷う事があった時に我々の「ロータリーの目
た。携帯電話の音は出ないようにしているのですが、
的」を開いてみるとそういう事なのかと、みんなで共通
誕生日なので Facebook などで「誕生日おめでとうご
した価値観が持てるなと思いました。中々このようなこ
ざいます」と度々きて、先ほどもガバナーとの面談の
とを言っていただける、細かい事だからと諸先輩方も
時もブルブルして、落ち着かない思いもありました
言わないでおこうと思われている方もいらっしゃると思
が、ガバナーの話は集中して聞かせていただきまし
いますが、「違うよ、こうだよと」と言って下さる方がい
た。やはり、決められたことはこんな感じの解釈で良
らっしゃる。言っていただけるうちが花です。言ってい
いのではないかとしてはいけないのですね！定款を
ただけなくなったら成長も止まってしまいます。本当に
お見せするまではしっかりやっていますねとお褒めの
今日は貴重なお時間、ガバナーは、お昼に埼玉シティ
言葉をいただいていましたが、クラブの定款を見せて
さんでおやりになられ、その足で当クラブにお越しい
下さいとガバナーがおっしゃるのでお見せしましたら、
ただきました。本当においそがしいなかで体調もすぐ
これは古いですね！3 年に 1 回は更新をしているので
れないとお聞きしていますが、当クラブのために来て
常に新しいものにしなくてはいけないですねと！
いただき感謝しております例会後のクラブ協議会も宜
また、ロータリーの目的、先ほど唱和しましたがこれ
しくお願い致します。
は細かい事と解釈してはいけないですね！決められ
本日は例会の中で入会式も行われます。新しい仲
たこと、でもそれをきちんとできないという事は企業に
間が生まれるわけです。私にとって会長として初めて
おいても、その会社の品質方針が、適当にこれくらい
の仲間になります。一生忘れる事はないと思います。
の気持ちでやればよいとか、チェック項目も大体私の
後ほどご紹介させていただきます。よろしくお願い致し
やり方はこうなのだとおもってやっていると、えらいこ
ます。
とになってしまう。

９月１１日の例会記録
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

「BE THE INSPIRATION」みなさんこんばんは、本日持参いたしました「ゴールデンゴング」について説明します。こ
れは 2020 年に東京ロータリークラブが 100 周年を迎えます。東京ロータリーが 100 周年という事は日本にロータリ
ーができて 100 周年という事です。その両方を祝おうという事で、その 2 つの実行委員会から私達の地区へ 34 の地
区があるのですがひとつひとつ金のゴングが寄贈されました。台座には 2770 地区 74 クラブ全てのクラブが刻印さ
れています。これを 2 年かけてすべてのクラブで会長さんに点鐘していただきたいという事で持参いたしました。
2020 年には時のガバナーが一堂に集まってゴーンと鳴らして日本の 100 年をお祝いするという企画だそうです。後
で皆さん、よくいていただけると幸いです。
１）地区について
会の便宜上結びつけられた一定の地理的な地区内のロータリークラブのグループです。ここは 2770 地区と言って
74 のクラブがあります。1200 人以上で上は 3000～4000 人位で 1200 人以下になると合併されてしまいます。最近
日本の地区でも合併されてしまいそうな地区も出てきています。4000 人を超えると 2 つに分けようという事もある
ようです。便宜上つくられたグループです。そしてロータリーの目的を推進するのを助けるこれが唯一の目的で
す。ロータリークラブが色々な奉仕活動をするときに干渉してはいけない！主体はロータリークラブで私たちはそ
れを助けるだけという事、ガバナーはその地区におけるロータリーの役員です。そして目的を推進任務がある。地
区内のクラブを啓発して意欲を与えて地区内の継続性を確保する。これを目的としてガバナーがいます。ですか
らガバナーの最大の任務はクラブを訪問して、何かお困りのことはございませんか？上手く言っていますか？もし
うまくいってないことがあれば一緒に活性化できるように考えていく！ですから上から目線で言ってはいけない、
啓発して意欲を与えるという未来栄光的にクラブが続いて行くようにお手伝いしなさいという事が私たちのミッショ
ンです。その為に今日お伺いしました。
２）自己紹介
大宮 RC 所属です。1951 年 6 月 29 日生まれです。大宮シティクリニックをソニックシティの 30 階で開業しています。
一般のクリニックと違いうちは人間ドックを主体とした検診を中心にやっています。慈恵医大を卒業して東京逓信
病院、埼玉県立がんセンターで仕事をして現在に至っています。窓からの眺望が良くて 360 度全部の方角が見え
ます。消化器内科で主に内視鏡の専門医として年間 15,000 人位私 1 人でやっています。
ロータリー歴ですが 2002 年に大宮 RC に入会させていただきました。2012 年度に田中年度の時に会長をさせてい
ただきました。翌年からロータリー財団に出向しまして 2015 年度にロータリー財団部門委員長をさせていただきま
した。翌年第 3 グループのガバナー補佐をいたしまして同時にガバナーノミニーを仰せ使いましてエレクトそしてガ
バナーと現在に至っております。
財団部門委員長の時に、VTT（ロータリー財団職業研修チーム）でセブ島に行きました。超音波装置を持って行
き、お腹のスクリーニング、病気を探そう、あるいは乳がんの検診、心臓の超音波にみかたこの 3 つを重点的に指
導しまして検診の方法を指導してきました。翌年は私のクリニックに何人かスタッフを連れて来まて 1 年間教育し、
今でもこれを使って検診をやっているようです。継続的な事業になっています。やって良かったと思っています。
３）国際協議会
エレクトがガバナー就任に向けて準備をする。そして次年度のロータリーの優先事項について知識を深めて勉強し
てくること、世界中のガバナーとネットワークを築く会をつくる。このような目的で世界に 540 弱の地区があります。
そこのガバナーエレクトがパートナーと一緒に集められます。ガバナーになるためには必要な案件になり、各地区
から 1 名だけ代表としてまいります。日本では 34 名の同期と一緒に行って来ました。2018 年 1 月 14 日～20 日ま
で行って来ました。「マンチェスターグランドハイアットサンディエゴ」非常に大きなホテルでした。プログラムは実際
には 5 日間の間に 9 回の本会議、ガバナーエレクトとパートナー1000 人強が一つの会場に集められて、英語です
が日本人には日本語の同時通訳が付きますのでそれを聞きながら、2 時間 30 分の間に 3.4 つのスピーチが入りま
す。その後分科会は日本人でやりますから知識を深め、共有して帰って来る。朝 8 時 30 分～6 時くらいまで休憩も
入ります。交流プログラムとして記念撮影、文化交流ネットワーキング、グランドマーチ、打ち上げなどプログラム
の中に含まれています。結構ハードでした。グランドハイアットは一流のホテルなのでまずいものは出ないのです
が朝昼晩と 6 日間同じところで同じ料理を食べてきました。
４）RI 会長テーマ講演
始まる前に椅子の前の太鼓を一緒に演奏します。叩いているうちに気分が高揚してきた瞬間にラシン会長が出てき
て話が始まるという演出、会長テーマに対する講演を聞きながら最後に「インスピレーションになろう」というテーマ
が発表されました。「BE THE INSPIRATION」と会長が発表した瞬間に英語圏の人々は一斉に立ちあがって完成を
あげていたのが印象的でした。インスピレーションの動詞はインスパイリング
パーソン（鼓舞する人）になろう」というのが原文。原文のままだと冗長なので、
「BE THE INSPIRATION」と敢えて強調した表現にしたとのことです。
元気や勇気はもらうものではなく、自分の中から湧き上がってくるものであって、
こう表現した方がインパクトがあるかなと思って、私も共感して叫び続けています。
発音については「THE」は「ゼィ」と発音するとなりましたがサンディエゴではみんな
「ビーザインスピレーション」と言っていましたので良いのです。
５）分科会・文化交流
日本語、RLI 方式で話を聞いてきました。大きな広場にブースを出して、折り鶴・けん玉など色々なものを出してお
互いに来るお客様にプレゼント、日本のブースはとても人気で綺麗です。日本のロータリアンは結構世界で尊敬
されているという事が良くわかります。打掛を着て記念写真を撮ったりと行列ができるのです。一万人気のブース
でした。

６）舞踏晩餐会
RI が主催してくれる晩餐会です。みんな席に着くのですが、席の間を日本から来たと揃いの法被を着て入場しま
す。みんなが拍手してくれる中を入場します。グランドマーチ、これがとても楽しいなと感じました。先ほど地区大
会のご案内が幹事よりありました。今年は、11 日は大ホールでやります。クラブ紹介がありますが、今まではグル
ープ補佐の後に会長だけが登壇しましたが、今年は会長をはじめ全会員が登壇することにしました。74 クラブ全
員が登壇します。ですから沢山来て下さい。これからまだ 2 か月ありますからできるだけ増強してもっともっと大勢
の会員で森会長をモリモリ盛り上げていただきたいと思います。「草加松原ここに有と」見せていただきたいと思い
ます。最後のパーティで楽しくやっていたら「陽気な日本のガバナーエレクト」
言う事で写真を撮られ MYROTARY に掲載されました。
７）ラシン RI 会長のメッセージ
垂れ幕の標語で 3 年前までは「Enter to Learn Go Forth to Serve」が掛かって
いました。「出でて学べよ、出でて奉仕せよ」と先輩からロータリーはこの精神
なんだよと言われたでしょう。
今は、「Join Leaders Exchange Idea Take Action」に変わりました。
これが今のロータリアンの姿勢なのです。ご認識ください。これを伝えるために私は来ました。手を結び、アイディ
アを広げて行動せよ！もっともっと世界に広く仲間を増やしてアイディアを広げて行動するのだという事、これが今
のロータリーの姿です。
バリーラシン会長は、ジェントルマンです。会計士の方で病院経営を専門としてご自身の病院があって、37 年間
院長をされている。ロータリーの理事、研修リーダーそして会長エレクトを歴任して会長に上がられました。
ラシン会長は、ロータリーはロータリアンとのつながりを失っています。ロータリーはクラブの実態を把握していな
い、一方ロータリーの組織内で何が起こっているかもしろうとしないクラブもある。そしてロータリアンとクラブの間
で効率的で効果的なコミュニケーションがとられることを祈っており、変化を生み出そうという意欲をクラブ会長と
地区内ロータリアンの心に芽生えさせていただきたいというメッセージがありました。さらに「もっと何かしよう」「可
能性を最大限に発揮しよう」というやる気を引き出し、それぞれのやり方で前進できるよう手助けする事がガバナ
ーの役割、職務だと教わってきました。ロータリーのビジョン声明では、私達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「人々が手を取り合って行動する世界」を目指しています
という事を述べられました。「手を結べ、広がれ、そして行動しろ」これは、例会の中、例会の前で唱和しながら持
って行くもので、静的ではなく動的にアクションを起こしてというメッセージとして受け止めました。
８）国際ロータリーを理解するために
世界を変える行動人キャンペーンついて紹介します。
これは様々な形の広告を通じて行動人としてロータリアン
の事業を紹介するキャンペーンです。ポリオ撲滅や財団
奨学生の語らいの様子の写真は MYROTARY にたくさん
ありますし、投稿もできます。行動人の写真を使って周囲
にアピールして欲しいと思います。

プロフィール
名前 丸山幸一 （まるやま こういち） 自宅
草加市小山
職業 足場工事
事業所 丸山工業(株)
家族 美代子夫人 幸志さん（長男） 元偉さん（次男）
趣味 ゴルフ
紹介者 会田小弥太会員
皆さんこんばんは、会田さんにご紹介を受けました。ロータリークラブ夢は
見ていましたが、まさか自分が入るとは思っていませんでした。今後とも不慣れ
な点はありますが宜しくお願い致します。

親睦ゴルフについて
山口昭人親睦委員長
みなさんこんばんは、すで
に FAX でお知らせいたしまし
たが 10 月 4 日千葉カントリー
クラブで行います。
沢山のご参加をお願い致し
ます。
なお、第 1 回森・二階堂
杯は、11 月 27 日イーグルポ
イントゴルフクラブで行いま
す。詳細は追ってお知らせい
たします。よろしくお願い致し
ます。

誕生祝 8 月 13 日 木村博行会員
皆さんこんばんは、54 歳になりました。ありがとうございました。
お休みが多くて申し訳ありません。なるべく出るようにします。

誕生祝 ９月１４日

大久保雄司会員

みなさんこんばんはもうひと月位で男性の平均寿命になります。
81 歳数か月が男性の平均寿命だそうです。それまでは頑張ろうと
思います。どうもありがとうございます。

高野恭平さんからのお便り
お世話になっております。９月１０日にイギリスに到着いたしました。
今週はオリエンテーションであまり忙しくなく、新しい生活の立ち上げ
のため色々と動き回っています。こちらのロータリーの方ともお会いし
ました。いくつか歓迎の品を頂き、今度お食事にご一緒させていただく
予定です。写真は学校前で撮ったものです。また、ロータリーの方とお
会いしたら、写真送ります。しっかりと自覚をもって、まずは勉学に励
みたいと思います。
（長谷部カウンセラー・瀬戸国際奉仕委員長に届いたメールです）

幹事報告

今後のプログラム
9/25
10/2

卓話 地域活動支援センター レセプション
「れんげ草」の方
誕生祝・結婚祝
レセプション
9 月 11 日

金額

ニコニコＢＯＸ

21,000 円

9 月 11 日
会員総数
43
出席免除
5
出席適用
38
森

累計

177,000 円

出 席 報 告
出席
22
ＭＵ
3
出席率
65.79

二階堂祐司幹事

皆さんこんばんは幹事報告です。
＊草加シティ RC 会場変更のお知らせが来ておりま
す。通常は中央公民館で行っていますが 9 月 13 日
の例会は「よろづキッチンえと屋」で行うそうです。メ
ーキャップされる方はお間違えの無いようお願い致
します。ビジター費は￥3000 とのことです。
＊地区大会のご案内が来ております。
日程 11 月 10・11 日の両日
会場 大宮ソニックシティ小ホール
11 日は皆さんできる限りご参加をお願い致します。
宜しくお願い致します。

勇一会長 今日は私の 57 年目の誕生日です。中川ガバナー、その日を良く選んでくれました。ありがと
うございます。これからも宜しくお願いします。
二階堂祐司幹事 中川ガバナー本日は宜しくお願いします。
会田小弥太会員 中川高志ガバナー公式訪問例会宜しくお願い致します。
飯山 英彦会員 公式訪問宜しくお願い致します。
牛山 信康会員 中川高志ガバナーようこそいらっしゃいました。ご指導宜しくお願いします。そして 9 月 11
日、森会長誕生日おめでとうございます。
大久保雄司会員 ガバナー公式訪問例会を祈念して
大塚 嘉一会員 娘(高 2)が学園祭でアルトサックスを吹きます。楽しみです。
川井 大輔会員 中川高志ガバナー公式訪問例会ご指導よろしくお願い致します。
勝浦 雅和会員 中川ガバナー訪問ありがとうございます。仕事の調整がつかず遅れまして申し訳ございません
加藤 芳隆会員 中川高志ガバナーようこそお越し下さいました。今日はよろしくお願いします。
木村 博行会員 中川ガバナー・金杉ガバナー補佐ようこそ！本日はありがとうございます。青少年奉仕委員長
としてマグナス君を全力でサポートしてゆきます。
篠宮 時雄会員 中川ガバナーようこそ、宜しくお願いします。
鈴木 秀世会員 中川高志ガバナーようこそ、訪問例会宜しくお願い致します。
田川 富一会員 中川ガバナーをお迎えして
田中 和郎会員 中川高志ガバナー今日はＷでガバナー公式訪問ご苦労様です。
高橋 昌夫会員 中川高志ガバナー本日は公式訪問、ありがとうございます。よろしくお願いします。
富永
悟会員 中川ガバナー本日はご指導いただきありがとうございます。
長谷部健一会員 中川高志ガバナー、金杉豊ガバナー補佐、本日は公式訪問例会にお越しいただきありがとうご
ざいます。先週はＲ財団奨学生の高野恭平さんが無事イギリスに旅立ちました。
福本 孝昭会員 中川ガバナー卓話宜しくお願いします。

