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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。いつもと違

う時間帯にかかわらず、出席を

いただきありがとうございます。 

長岡まつりが始まり、三条夏ま

つり、新潟まつりも週末に行わ

れ、夏本番を迎えます。梅雨が

明けたかどうかはっきりしませんが、暑さはいよ

いよ耐えがたくなっています。体調管理に気をつ

けて、暑さを乗り切りたいと思っています。 

７月２９日（土）川瀬ガバナー年度ガバナースタ

ッフ会議が開かれました。ガバナースタッフ及び

ホストクラブ会長幹事、コホストクラブの会長幹

事の顔合わせと懇親を目的として開かれたもの

で当クラブからは、副実行委員長として金子直前

会長、会計監査として石川勝行会員と石黒幹事と

私の４人が出席しました。みんなで一致団結して、

川瀬ガバナーに協力するのだと、大いに盛り上が

ったことを報告します。 

本日は新保清久ガバナーの公式訪問を受けてお

ります。新保ガバナー、丹治地区幹事、丸山補佐

代理、今日一日よろしくお願い申し上げます。 

この後の例会、クラブ協議会がスムーズに進みま

すことを念じて、挨拶をおわります。 

ありがとうございました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事  

・地区ライラ委員長より 第１７回ライラ研修のご案内 

     期日 ２０１７年 10月 14日(土)・15日(日) 

     会場 ロイヤル胎内パークホテル 

・ロータリー財団委員長より  

    補助金オリエンテーション開催のご案内 

       日時 8月 27日(日)10：00～  会場 ホテルオークラ新潟 

本日の行事： 

「新保清久ガバナー公式訪問」 

◆本日の出席：６５名中５０名（内記帳３名）    

◆先々週の出席率：６５名中５１名 78.46％ 

          （前年同期 92.31％） 

        

◆本日のゲスト： 

 第 2560地区ガバナー 新保 清久 様 

       地区幹事 丹治 芳子 様 

 第四分区ガバナー補佐代理 丸山征夫 様 

    

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 7月２７日三条東ＲＣ 田中耕太郎 

大野新吉、石川友意 

山崎 勲、樋口 勤 

米山忠俊、小林繁男 

２８日吉田ＲＣ 岡田 健 

   ２９日会員増強セミナー（新潟） 

          丸山 勝 

   ２９日川瀬ガバナースタッフ会議 

          渋谷義徳、石黒隆夫 

          石川勝行、金子太一郎 

＊本日の配布書類等 

 ・№1463週報   ・現況報告書  

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ

　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」
　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．８ ．１    　　　　　　累計№１４６４ 　　当年№５

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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財団セミナー開催のご案内 

         日時 8月 27日(日)12：00～  会場 ホテルオークラ新潟 

・地区国際奉仕委員長より 国際奉仕フォーラム開催のご案内 

             日時 8月 26日(土)13：00～  会場 ホテルオークラ新潟 

・新保ガバナー事務所より 夏期休日のご連絡 

             8月 11日(金)～8月 16日(水)  緊急連絡 丹治地区幹事 

・川瀬ガバナーエレクトより ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

              三条市神明町 2-1-305 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス 1日現在累計９９,０００円＊＊＊＊＊＊ 

◆新保ガバナー公式訪問を記念して、ＢＯＸを回し、皆さんにご協力頂きました。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス１日現在累計１８５,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

中條 耕二君 新保ガバナー、丹治地区幹事、丸山ガバナー補佐代理を心から歓迎します。ゆっく

り楽しんで下さい。 

◆新保ガバナー公式訪問を記念して、ＢＯＸを回し、皆さんにご協力頂きました。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス１日現在累計１０９,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

（新潟万代ＲＣ）新保清久ガバナー・丹治芳子地区幹事 敬愛申し上げている中條パストガバナー

を輩出された三条北ロータリークラブへガバナー訪問に参りました。宜しくお願い

申し上げます。 

（三条南ＲＣ）丸山征夫ガバナー補佐代理 本日は新保ガバナー公式訪問に加えて頂き有難うござ

います。新保ガバナー、丹治地区幹事皆様よりいろいろ勉強させて頂き、渋谷年度

の立派なスタートとなることを祈念致します。 

渋谷 義徳君 ガバナー新保清久様、公式訪問有難うございます。丹治地区幹事ようこそ三条北ク

ラブへお出で下さいました。よろしくお願い申し上げます。 

中條 耕二君 新保ガバナー、丹治地区幹事、丸山ガバナー補佐代理 歓迎します。 

佐藤 弘志君 新保ガバナー丸山ガバナー補佐代理、丹治地区幹事よろしくご指導お願いします。 

石丸  進君     〃 

渕岡  茂君 新保ガバナー公式訪問を記念して 

佐藤 義英君 新保ガバナーご指導、よろしくお願い致します。 

石川 一昭君 新保ガバナーようこそ。ご指導宜しくお願い致します。 

外山 晴一君     〃 

高橋 彰雄君 新保ガバナーご苦労様です。 

落合 益夫君 新保清久ガバナーご指導よろしくお願い致します。 

石川 友意君 新保ガバナーを歓迎して!!ご指導よろしくお願い申し上げます。 

大野 新吉君     〃 

吉田 文彦君 新保ガバナーの公式訪問に感謝して。 

本間建雄美君 新保清久ガバナー公式訪問歓迎して。ご指導よろしくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸにご協力有難うございます。今後もご協力よろしくお願いします。 

山崎  勲君 ＢＯＸに協力 

羽賀 一真君 新保ガバナーようこそいらっしゃいました。当クラブでは伝統的にニコニコボック

スの月間ベストコメント賞というものを出しております。 

＊７月のコメント賞は武田恒夫会員です。 

 

 



3 
                                    三条北ロータリークラブ週報 

本日の行事：「新保ガバナー公式訪問」 

ＲＩ第 2560地区ガバナー新保清久様（新潟万代ＲＣ） 

三条北クラブの皆様こんに

ちは。ガバナーの新保清久

と申します。 

所属クラブは、新潟万代Ｒ

Ｃです。 

万代クラブの会員数は、40名（内女性会員 5名）。 

毎週月曜日の 18：30～19：30 にホテルオーク

ラ新潟で例会を行なっています。 

1993 年（平成 5 年）創立で、今年度は、創立

25 周年です。柴野俊子クラブ会長、堂本真由美

幹事の女性コンビで運営しています。 

機会がありましたらメークアップに来て頂けれ

ばと思います。 

本日の講話は、私が 22・3 分で残りを丹治幹事

が地区事務所の固定化のことや地区大会などの

ご案内をさせていただきます。 

さて、今年の 1 月にサンジェゴの国際協議会に

行って研修を受けて参りました。 

1 週間にわたり、毎日、午前中と午後に本会議

と分科会があり、いろんなテーマについて日本

人の研修リーダーから教えていただきました。

本会議や食事の際には、各国のロータリアンと

片言の英語や握手などで身近に接する機会を得

まして、あらためてロータリーは、世界につな

がっていることや世界中で有益な奉仕活動を行

なっていることを知りました。 

ちなみに約 540 名のガバナー（エレクト）のう

ち女性ガバナー（エレクト）は、100 名を超え

ていました。 

イアンＨ．Ｓライズリー会長の年度テーマは、

「ROTARY: MAIKINNG A DEFFERENNCE」  

「ロータリー：変化をもたらす」です。 

イアン H.S ライズリーRI 会長は、「ロータリー

は、ポリオプラスに代表されるように、長年に

わたり世界中で困っている人たちに支援、奉仕

を行い、世の中を変化（改善）させてきました。

これからは、ロータリー公共イメージと認知度

の向上にもっと力を入れること。クラブの多様

性を進めて若い会員、年配者、女性会員の入会

に努めること、IT 化を進めること、また財団へ

の寄付増進、平和センターへの理解と協力に努

めて欲しい」と私達ガバナーエレクトに向かっ

て要請されました。 

新保年度の目標は、 

「地区とクラブで変革を起こそう」です。 

RI 会長のテーマの下、多様な会員の増強と中長

期の戦略計画の策定、ＩＴ化の推進を奨励して、

地区並びにクラブの活性化を目指したいと思い

ます。 

そのために地区は、地区組織を見直し、会員増

強委員会、戦略計画推進委員会の新設、広報・

公共イメージ向上委員会を強化してクラブ支援

に取り組みます。 

その他、今年度よりガバナー事務所の運営は,地

区事務所とガバナー事務所に分離して活動する

ことになります。 

さらに RI 会長の国際協議会での提案を受けて、

各クラブのご協力の上、新潟県内に会員数分の

植樹に取り組む活動により公共イメージ向上に

努めます。 

国際協議会で提案されたイアン H.S ライズリー

現会長からの地球の環境保護のための植樹につ

いてご紹介します。 

「新ロータリー年度開始から 2018 年 4 月 22 日

の「アースデイ」までの間に、各会員につき少

なくとも 1 本の植樹をするよう、全てのロータ

リークラブにお願いしたいと思います。この取

り組みで 120 万本の新しい樹木が植えられ、環

境への良い影響があるでしょう。ただ、私はそ

れよりもっと大きな影響があると願っています。

それは、この取り組みを通じて、この地球に住

む人だけでなく、私達が住み、頼っている地球

そのものを救う責任がロータリーにあると、私

達が気づくことです。」と述べています。さらに

「ロータリーでは、一人では出来ないことも力

を合わせれば実現できると、私達は知っていま

す。このことが、ロータリーのあらゆるレベル

に当てはまる、奉仕の土台となる理念です。私

達は、皆、一つのチームにならなくてはいけま

せん。私達を結び付けているのは、ロータリー

を前進させ、その未来を末永く守るという共通

目標です。 

このチームワークと協力の精神を忘れずに地区

に戻って実践してください。 

ロータリーが奉仕活動で知られ、成長・存続し、

ますます力をつけながら地域社会に、国に、そ

して世界に「変化をもたらす」ことができると

信じましょう。」と述べております。 

さらについ先日も、イアン H.S ライズリー会長

から、是非、持続可能性のある奉仕活動として

植樹を実行してくださいとメールがきてハッパ

をかけられております。 
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先週の土曜日に会員増強セミナーがありました

が、水野パストガバナーから講演して頂きまし

た。 

「クラブが会員基盤を強化するには」 

①より大切なことはクラブのビジョンの構築。 

 短期的な増強政策から中長期的持続可能な政

策へ。 

②新会員の勧誘と維持（退会防止）に努める。 

③クラブの刷新性、活性化、意識改革 

（自主的に実行する） 

④IT 化の推進と利用 

◎クラブの活性化を促進するもの 

ロータリー精神の高揚、活発な委員会活動、

親睦活動 

◎クラブの活性化を損なうもの 

  会員数の減少、例会のマンネリ化 

柔軟性を取り込むとは、 

 会員数に応じた組織改革（CLP）  

 入会金、会員経費の見直し、やる気を出すため

に小人数グループでの話し合いクラブにふさわ

しい奉仕活動、例会日、時間の見直し等々の見

直しが必要 

米山記念奨学会とロータリー財団についてお話

をしたいと思います。 

米山奨学生と会話をしますと、米山奨学生に選

らばれて、奨学金のお陰で生活費の心配なく勉

強や研究が出来るようになるだけでなく、カウ

ンセラーやその家族、また世話クラブのメンバ

ーと交流できて、日本人のことや地元のことが

理解できたと笑顔で喜ぶ声をよく聞きます。 

奨学生の出身国との相互理解や国際親善の役に

立っていると少なからず実感できます。 

ところがロータリー財団は、ポリオ撲滅への寄

与とか地区補助金、グローバル補助金を使用し

ての国内外での奉仕活動は人々の健康や生活の

改善に大いに役立っていることを知っています

が身近に感じる機会は少ないのではと思います。 

私は、昨年１１月に東京駅に隣接するＪＰタワ

ー（ＫＩＴＴＥビル）で開催されたロータリー

学友会主催のロータリー財団 100 周年記念事業

に参加して参りました。当日は、会場に入れ切

れないくらいの盛況で、その会場で緒方貞子さ

んが、ジョン・ジャームＲＩ会長から「学友世

界人道奉仕賞」の授賞式も予定していました。

しかし緒方さんに緊急に国連関係者との打ち合

わせが入り、やむなく代理受賞となりましたが、

その後のシンポジュームでは、国連やＮＧＯに

所属してエルサレムやシリヤ、アフリカなどの

国際紛争地域で食料や医療品の配布などで活躍

されている元国際親善奨学生や元平和フェロー

の日本人女性５名から、大変危険で厳しい状況

の中での人道的支援活動の様子をお話していた

だきました。ちなみに司会は、国際親善奨学生

であったＮＨＫワールドニュース部編集長の女

性でした。 

お話の中で、緒方貞子さんの元部下で、現在は、

国連で軍縮担当のトップの中満 泉さんのお話

が印象に残りました。 

「今思えば、私がこのような平和活動のお仕事

についたのは、ロータリーの国際親善学生に選

ばれて 1 年間、アメリカに留学できたからです。

それから 30 年経ち、今の仕事ができるようにな

りました。人が育つには、10 年、20 年、30 年

の時間がかかります。ロータリアンの皆様に心

より御礼申し上げます」私は、この一言を聞い

て、初めて、ロータリー財団は、世界の平和に

貢献していると信じることが出来ました。 

どうかこれからも国際平和、国際親善につなが

る米山、ロータリー財団へのご寄付を宜しくお

願いします。 

最後になりますが、シカゴロータリークラブが、

1905 年 2 月 23 日に誕生して以来、ロータリー

は、112 年の歴史の中で、会員と地域社会の変

わりゆくニーズに対応しながら成熟、発展をし

てきました。約 35,000 クラブ、120 万人の会員

を擁する世界有数の奉仕団体となったにもかか

わらず、国際ロータリーは、「時代に追いつき、

時代に適合して、将来の準備をする」ために

2016 年度の規定審議会でクラブ運営に大幅な

柔軟性を認めました。私達は、ロータリーが大

きく変わる時期に直面しております。私達が抱

いてきたロータリー観とある意味変わりつつあ

るロータリーについて大いに皆様と意見交換し

たいと思っております。 

地区目標、数値目標の達成にご協力の程お願い

申し上げますとともに貴クラブのご発展、会員

各位のご健勝を祈念申し上げます。 

ご清聴有難うございました。

 

ＲＩ第 2560 地区幹事 丹治芳子様（新潟万代ＲＣ） 

先ほどもお話ししましたが、私

共が大変敬愛申し上げており

ます、中條パストガバナーを輩

出されたクラブという事で非常に緊張感を持っ

て参りました。 

中條パストガバナーにはいろんな場面で助けて
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頂き、ご指導頂いております。又、写真も沢山

頂き、大変感謝申し上げております。 

少し時間を頂きましたので２つお話しさせて頂

きます。 

１つは地区大会について 

地区大会は１０月２８日・２９日の２日間新潟

市のホテルオークラと朱鷺メッセを使い、行な

います。２９日の全員が集まっての大会では記

念講演として新潟市出身、芥川賞作家 藤沢 

周 氏の講演があります。アトラクションは江

戸御輿連合の木遣り、纏を企画しておりますの

で、皆様の参加をお願い申し上げます。内輪話

を申し上げますと、朱鷺メッセを借りるには大

変な料金がかかり、１２００名の参加を頂かな

いと、赤字になるという厳しい数字が出ており

ます。是非クラブ会員数の 60％の参加登録をお

願いします。 

又、次年度は川瀬年度ですので皆様方もコホス

トとして参加されると思いますが、その参考に

して頂く為にも是非々々多数の参加をお願い申

し上げます。 

２つめは地区事務所固定化について少しお話し

申し上げます。 

６月末に田中ガバナーからクラブ会長宛に「地

区事務所固定化について」という文書が発信さ

れ新潟市に決まりましたと記載されています。 

どうして決まったのかという、質問も受け、で

きるかぎり説明させて頂いております。 

ガバナー月信に「地区事務所固定化につい

て」・・・その経緯と進捗  という事で掲載し

ております。これをご覧頂くどうして新潟に決

まったのかが良くおわかり頂けると思いますの

で是非ご覧下さい。 

田中ガバナー年度で作業部会が設置されいろん

な分野で検討し、部会の報告を受け聞き取り調

査が行なわれました。 

新潟市、長岡市、三条市が候補地でした。この

候補地についてのプラス面、マイナス面を検討

しました。実はライオンズクラブが三条市に地

区事務所があるのでそこも見学に行きました。

全ての面で検討しました、現状においてはタイ

ミング的にも優位である。今現在、新保年度で

すが移行するときに移転する必要がない。新保

年度事務所がそのまま地区事務所になる。今は

新保事務所と地区事務所が一緒に置かれている

状況です。こういうことから作業部会全員一致

で決定しました。新保年度で試行、川瀬年度で

実施になります。川瀬年度はガバナー事務所は

三条市、地区事務所は新潟市として完全に分か

れます。今は考えながら走ると言う状況で難し

い時期です。8 月 10 日に地区運営改善検討委員

会があります。その場でこれからの細かいこと

が決まっていくと思います。 

地区事務所とガバナー事務所の作業の分掌はど

うするか（どちらが何を受け持つか）予算（財

源）は分配するのか。職員の採用は、人数は な

ど今は決まっておりません。これから決まって

いくと思います。 

今後とも情報は完全に開示します。「報告書を見

たい」「調査データーを見たい」という方はどう

ぞガバナー事務所までお出で頂ければ、資料は

開示致します。決して固定的観念で決定したの

では無く、客観的データーに基づいております。 

これからも皆様方に公に情報を出しながら地区

事務所固定化についてやっていきます。 

最後になりますが、私のＰＣにロータリー日本

事務局よりメールがまいりました。イアンＨラ

イズリ会長の名前でお金を貸して欲しいという

メールが来ることがあるそうです。どなたに行

くかは解りませんが、そんな事は全くありませ

んので、お金は貸さないで下さい。蛇足ですが

以上宜しくお願い致します。 

 

 

クラブ協議会 進行：石黒隆夫幹事 

各委員会より、事業計画等の発表及び質問をして頂ましたが、ガバナーか

らのご指導のみを掲載致します。 

クラブ奉仕Ａ 先ほどもお話し致しましたが、

まさかガバナーになるとは思ってもみなかった

ので、勉強もして来ませんでした。今、皆さん

と一緒に勉強させて頂くという気持ちで訪問さ

せて頂いています。 

クラブ内の活動も大事ですが、地区の奉仕活動

等に参加することによってまた違うロータリー

の魅力が解ってくると思います。 

ＳＡＡによって会の性

格が厳格にも、また違った雰囲気にもなります。

厳粛かつ和やかなとの目標を実践されていると

感じました。 

北ロータリークラブらしいクラブづくりを目指

し、会員増強、ロータリー情報の協力、連携は

しっかりしなければなりません。渋谷会長のテ

ーマにもありますが、ロータリーの魅力をしっ
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かりわかって頂く事が次の会員増強にも繋がる。 

先週の増強セミナーの講演では、年間６回新会

員セミナー（入会３ヶ月以内）を開催すると退

会防止に繋がると言われていました。地区とし

ましても６回はできないですが、何回か地区と

してロータリー情報の教育をやる機会を予定し

ています。 

ロータリーは例会出席から始まると言われてい

ますが例会に出席することでロータリーを知る

事になると思います。ガバナー表彰でも連続出

席５０年、４０年、３０年の表彰を考えていま

す。 

２５６０地区としても出席重視を今後も続けて

いきたい。 

職業分類につきましてはロータリークラブは職

業人の集まりで１業種１名（１社）から広がり

まして、現在はこちらのクラブは６名までとな

っています。未充填の職業の充填に努めて頂き

たい。 

会員増強は純増１００名の目標を立てました。

山本年度で１３０名の新会員がありましたが、

１００名退会しました。計算通りに行かないの

が現状です。 

４月にクラブ満足度調査を行ないましたが、そ

の中で例会に満足しているという回答が北クラ

ブさんは 92％という非常に高い結果でした。

８％の方の意見を取り込み、例会に反映される

ことで退会防止に繋がるのではないか。 

こちらのクラブは５名の増強目標をたてられて

いますが、会員増強セミナーでは６名とお聞き

したように思います。是非６名の達成をお願い

します。 

会員を推薦される方が、大体５０％ですが、チ

ョット意識を高めて頂き会員を推薦して下さる

会員が増えるようにして下さい。 

会員選考についても「誰でもいい」ではなく、

まさにこちらの委員会の規準通りです。 

私共のクラブでもすぐ辞める方もあります。し

っかりロータリーを理解して頂く事が重要です。 

例会ではスポンサーが隣に座るという事ですが、

いいことですぜひ継続して下さい。 

クラブ奉仕Ｂについては 

今日で７回目のクラブ訪問ですが、なかなか面

倒なご質問がありましてご期待に応えられるか

自信がありませんがお答えします。 

例会の活性化についてのアイデアは私にも解り

ません。ただこちらのクラブが積み重ねて作り

上げられてきた雰囲気があります。それを少し

づつでも変えられれば違ってくるのではないか。

委員会を開催する事はいい事です。ロータリー

に係わる事が少しでも増えれば感心も高まりま

す。 

ロータリークラブに入る目的は色々だと思いま

すが、ひとつは人脈を広げる、自分も情報を発

信しますが色々な情報を得たい。合同例会、Ｉ

Ｍなどクラブの壁を超えて人脈を作る事もでき

ます。 

出席率を高める為の方法は難しいです。新会員

を募集するとき、例会と仕事では仕事が優先だ

からと言っているのも現状です。 

地区のＨＰの表紙も一新し、中身も変えていま

す。各ＲＣのＨＰとリンクしながら広報をやっ

ていきます。地区では広報・公共イメージ向上

委員会を作っていて、県内の新聞社、ＮＨＫを

はじめ放送局の経営者の方に入って頂いていま

す。奉仕活動等がありましたら、地区に送って

頂ければ確実にマスコミ関係に連絡するという

組織を作りました。新潟南ＲＣが鳥屋野潟近辺

を清掃ということが先週ＢＳＮで放映されまし

た。その中で富山会長が「私たちはこういう奉

仕活動をやっています。私たちの仲間にはいり

ませんか」と言っていました。これは立派な公

共イメージ向上になったと思っています。奉仕

活動をやられましたら広報できる体制を取って

頂きたい。 

親睦活動においては、楽しくてしょうが無い、

会員がどんどん入ってくる、退会者はしばらく

いないというクラブがありました。東京のクラ

ブを順番にメークアップして回る、山登りをす

るなどロータリアン同士親睦活動を楽しんでい

るという事でした。 

実はロータリーアンの家族はロータリーへの感

心は低い結果が出ました。親睦活動にも是非ご

家族同伴で参加して頂き、ご家族にもロータリ

ー活動を理解していただきたい。 

女性会員にも好評なプログラムを考える事はい

い事だと思います。併せて若い人にも好評なプ

ログラムを考えて、若い会員さんが増える事も

お願いしたい。 

スマイルＢＯＸのコメントに関してはユーモア

があるという事も大事だと思います。 

職業奉仕はロータリーの基本の基本です。山崎

年度でガバナー補佐をやりました。その時、「職

業奉仕とは」という冊子を頂きました。ちょっ

と紹介します。昭和初期の２・２６事件で将校

達が反乱を起こしました。教育上官渡辺大将だ

ったそうですが、渡辺大将には小学生のお嬢さ

んがおられました。渡辺和子さんノートルダム

清心学園理事長をやられた方ですが、２９歳の

時にアメリカのカトリックの信仰の道に入られ
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た。１３０人の食事の為に皿とナイフ・フォー

クをセットしていたら、先輩のシスターから「今、

何を考えていますか」と叱られた。「何も考えて

いません」「貴方は時間を無駄にしています」「や

がてこの席に座る方の為にお幸せにと心の中で

祈らないのか」 

漫然とただ並べていることは時間を無駄にして

いると諭された。と載っていた事が心に残って

います。職業奉仕は相手に対する思いやりの心、

即ち愛の心と著者は言っていました。四つのテ

ストができた経緯は皆さんご存じだと思います

が、倫理的な処ですが、こういう処も加味する

という考え方も取り入れていたく事もいいと事

です。 

社会奉仕に関しては素晴らしい活動をされてい

ると思います。五十嵐川クリーン作戦や、花火

大会のゴミ持ち帰り運動等につきましても、イ

メージ向上に充分貢献できる事です。ぜひ地区

事務所に報告頂きたいと思います。又地区とし

ても植樹を計画しておりますが、こちらにも是

非参加して頂きたい。素晴らしい活動をされて

いる事が、会員満足度が高い数字にあらわれて

いるのではないでしょうか。 

国際奉仕がロータリーらしい活動となっていま

すが、地区では青少年交換の比率が高くなって

います。青少年交換が青少年奉仕の活動に加わ

るのかどうかは解りませんが・・・。 

トロント（カナダ）での国際大会への参加を地

区として３０人を目標としておりますが、もう

少し多くなるように思います。是非ご一緒に参

加をお願いします。 

海外姉妹、友好クラブについてはこの地域は海

外に出先を持って居られる企業が多くあるよう

です。ぜ友好、姉妹クラブを締結、又はそうゆ

うクラブをご紹介頂きたいと思います。 

グローバル補助金は単年度ではちょっと無理が

あります。１年、２年前から計画的に行なわな

いと申請も面倒な部分もあります。 

ロータリー財団につきましてはこちらは年度初

めに寄付額の申込み制度があるとお聞きしまし

た。 

他のクラブでこういうやり方もありますという

事を紹介させて頂きたいと思います。 

米山奨学は奨学生の顔が見えるので本当に役に

立っている事が実感できますが、本当に役に立

ってくるのは２０年・３０年後に表れるわけで

すが、外国でも増えています。学友が地元で学

校を作ったり、奨学金を募ったりと子ども達に

支援している事も聞きます。「奨学生が中国人ば

かり・・・」などの意見もありますが、着実に

成果が出ておりますので、こういう部分の理解

も深めて下さい。 

来年５０周年記念事業も計画されています、参

加されることもいいことです。 

青少年奉仕に関してはインターアクト、ライラ、

ローターアクトとありますが、正直、私は感心

が薄かったのですが、インターアクトの大会や

研修に参加しました。他の地区ではインターア

クト、ライラにすごく力を入れています。日本

のロータリークラブがこれほど力を入れている

とは思いもしませんでした。 

地区によってはライラ研修を年に２・３回やっ

ているところもあります。ロータリーは次の若

い世代を作るという事に力を入れているという

事がガバナーという役になり初めて解ったとい

う状況です。 

危機管理委員会が地区にあります。青少年交換、

米山奨学生、インターアクトなど世界でもセク

ハラが問題となっています。 

日本の３４地区で交通事故、地震、病気、セク

ハラなどに対応する為の保険を作ろうと動いて

います。 

世界でみるとガバナーが訴えられて逮捕された

という事もあるようです。地区で起ったことは

ガバナーの責任となります。米山のカウンセラ

ー、青少年交換の世話クラブなどをお願いして

いますが違う国の人達にとっては価値観が違い

ますので充分注意して頂きたいと思います。 

今日は本当にいい勉強をさせて頂きました。 

ご質問に対して的確なお答えができなかったと

思いますが。 

会員増強がロータリーのテーマと言われていま

す。７月号のロータリーの友に斎藤直美理事の

メッセージが載っています。 

日本のＲＣの４０％（約９００ＲＣ）が３０人

未満のクラブです。 

今までと同じ事をしても無理、地域作り、街作

りをしながら、地域のニーズに応えられるクラ

ブづくりを、という内容です。 

こちらのクラブは６名の目標ですが、もっとふ

やして頂いて結構です、よろしくお願いします。 

今日は本当にありがとうございました。

総括・好評：ガバナー補佐代理 丸山征夫様 

現況報告書を見せて頂きました。今まで私が所

属する南ＲＣの報告書と他のクラブの物を比較

する機会は無かったので、いい機会を頂いたと

思いました。 
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事前訪問の際もお話ししましたが、出席率の低

さとスマイルＢＯＸの金額の多さに驚きました。 

０％に近い出席率の方もあります。これに関し

ては小林委員長が頑張って下さるそうですので

よろしくお願いします。 

私から以上です。ありがとうございました。

ガバナー歓迎会 

                  乾 杯 

  開宴挨拶 

  

会員それぞれガバナーを歓迎して腕前を

披露しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中締め 

 

新保ガバナー 

丹治地区幹事 

丸山ガバナー補佐代理 

最後までお付き合いた

だきありがとうござい

ました。 

 


