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矢野雄嗣

第８７３ 回 例会Ｎｏ．１２ 平成 ２５年９月２６日（木） 晴
ガバナー公式訪問/名古屋みなと RC 合同例会
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員４３名中２８名出席
■ 出席率
７１.７９％
出席計算人数３９名
■ 修正出席率 ９月１２日
９４.８７％
■ スピーカー
ガバナー 田中正規さん
■ ゲスト
地区幹事 榊原勝俊さん

会長挨拶
皆さん、こんにちは。暦で
は秋分の日は過ぎました
が日中はまだまだ暑い日
が続いています。
本日は、国際ロータリー
第２７６０地区・田中正規
ガバナー、榊原勝俊地区
幹事をお迎えし、名古屋
みなとＲＣと名古屋丸の
内ＲＣとの合同例会を開催させていただきます。田中ガ
バナー、榊原地区幹事、ようこそお越しくださいました、
心よりご歓迎申し上げます。
例会に先立って、田中ガバナー、榊原地区幹事と名古屋
みなと・名古屋丸の内両ＲＣの会長・幹事が出席しまして、
事前懇談会を開催いたしました。
懇談会ではガバナーから、2014 年６月１日～４日のシド
ニー国際大会の参加、そして６月１日の田中ガバナーを
囲む夕食会「２７６０地区ガバナーナイト」に皆さん大勢
参加ください、特に若い方の参加を願いしますとのご案
内がありました。又、国際大会の出席者には退会者はい
ないというジンクスがあるとのことでした。
次にロン・バートンＲＩ会長の財団の寄付を呼びかけた
「ファースト・クラス・イニシアチブ」は日本では２７６０地
区のみの達成、クラブ会長にファーストクラスバッジが贈
られたのは２７６０地区のみ、ということでお礼の言葉が
ありました。
また、１１月２・３・４日に久屋広場で開催の WFFF「ワー
ルド・フーズ・ふれ愛・フェスタ」についても、皆さんに広く
ロータリーを知ってもらう機会であるので、特に若者に参
加してほしいとの要請がありました。

そして、両クラブ会長、幹事からはクラブの現状と本年
度の活動方針、そして事業計画の進捗状況などをお話
申し上げました。活発なやり取りの中にも、田中ガバナ
ーの魅力あるお人柄のお陰で、大変和やかな雰囲気で
懇談させて頂くことが出来ました。
まだ他にいろいろな話がありましたので別の機会にお話
をしたいと思います。
さて、今年度、名古屋みなとＲＣと名古屋丸の内ＲＣの
名古屋中央ローターアクトクラブ共同提唱の認可がこの
９月１７日に承認されました。いよいよ丸の内ＲＣも支援
がスタートします。９月は青少年のための月間です。ちょ
うどその時に丸の内ＲＣがみなとＲＣと共同提唱に運び
となったことは誠に喜ばしいことと思います。そこでこの
経緯について少し説明いたします。
昨年度のみなとクラブの梅田会長よりガバナー公式訪
問合同例会の会長挨拶において「丸の内ＲＣの皆さまに
も是非とも、一緒にＲＡＣ・新世代の育成に支援すること
ができればと思っています」との要請がありました。
その後正式に両クラブの梅田直前会長、藤田直前会長
からローターアクト提唱要請がありましたが、提唱解消
後長年たっていますので、ローターアクトについていろ
いろ会員の皆さんに理解いただけるように
７月１１日例会にて
地区ＲＡＣ 委員長 寺本善雄様
名古屋みなとＲＣ 会長 岩佐信機様
名古屋中央ＲＡＣ会長 深谷元さん、直前会長 鏡味純弥
さん にご出席いただいて ローターアクトについて卓話
をいただきました。
そして、８月１日 丸の内ＲＣ理事会にて名古屋中央
RAC 共同提唱の件が 承認されました。
９月７日例会にて名古屋中央ローターアクトクラブ深谷元
会長に「支援金１０万円贈呈」、
１０月９日名古屋中央ローターアクトクラブの「名称変更
披露会」～ 名古屋マリオットアソシアホテル【アゼリア】
～開催 という経過、予定です。
みなとＲＣの皆さまと、一緒にＲＡＣ・新世代の育成に支
援することができればと思っています。どうぞ、よろしく
お願いいたします。
後程、田中ガバナーのご挨拶と卓話をいただきます。ご
静聴をお願いして会長挨拶とさせていただきます。
本日はありがとうございました。

ニコＢＯＸ
田中正規ガバナー、榊原勝俊地区幹事
公式訪問に参りました。宜しくお願いします。
●本日は「ガバナー公式訪問」です。ガバナー田中正規
様、地区幹事 榊原勝俊様、今日は宜しくご指導のほど
お願い申し上げます。名古屋みなと RC の皆さん、宜しく
お願い致します。
川原 G 補佐、西川会長、藤田、若原、森田、立石、松尾、
堀江、永井、水野、岩田、後藤、吉田、大附、亀井、高山、
成田、大岩、和田、磯部、長谷川、岡田（敬称略）
本日合計 ５５，０００円
ガバナー ご紹介
名古屋みなと RC 会長
生年月日
1948 年 7 月 25 日
所属クラブ 西尾ロータリークラブ
職業分類
病院
勤務先・役職（医法）西尾病院 理事長
所在地 〒445-0824 西尾市和泉町 22

岩佐信機

ガバナー 講話
RI 第 2760 地区ガバナー 田中正規

ロータリーの歴史からお話しさせて頂きます。
ポール・ハリスさんという弁護士が、真の友人が欲しいと
いうことで、鉱山技師のガスターバス・ローアさん、石炭
商のシルベスター・シールさん、洋服仕立業のハイラム・
ショーレーさんと４名で集まったのがロータリーの始まり
です。シカゴ・ディアボン街のユニティ・ビル７階 11 号室
で最初に会合を開いた 1905 年２月 23 日が、シカゴＲＣ
の創立の日であり、ロータリーの創立の日となっていま
す。

創立当時のロータリーは、親睦の社交クラブでした。し
かし、仲間を増やそうとした時に、｢あなたたちのような
自分勝手で他に奉仕しないクラブには入らない｣という声
を聞き、奉仕活動に取り組み始めました。最初の社会奉
仕は、1909 年、シカゴ市内に公衆トイレを作ることでし
た。
そして 1917 年にはアーチ・Ｃ・クランフ会長が｢世界で良
いことをするために｣と基金の設置を提案しました。それ
が後に国際ロータリーを支えるロータリー財団となりま
す。
1919 年、第１回国際協議会がシカゴで始まり、その年、
フィリピンのマニラＲＣがアジアで初めてロータリーに加
入しました。その３年後、1921年に東京ＲＣが加盟承認さ
れました。翌 1922 年９月１日、関東大震災が発生し、10
万人を超える死傷者が出ましたが、その時世界中のロ
ータリアンから贈られた多額の寄付に、東京のロータリ
アンはびっくりしました。日本のロータリアンが世界的ネ
ットワークを持つロータリーの力を知り、団体としての人
道奉仕活動に目覚めた瞬間でした。Ｉ ｓｅｒｖｅかＷｅｓｅｒｖｅ
かという議論はもはや不毛です。1940 年、太平洋戦争で
日本のロータリーは脱退しました。
1943 年には、ハーバート・テーラーさんが作成した｢四つ
のテスト｣を、国際ロータリーが正式に採択しました。｢四
つのテスト｣は世界で最も広く印刷されている職業倫理
の声明です。
戦争が終わった 1945 年、49 名のロータリアンが国連憲
章の起草に貢献しました。国際ロータリーは国連憲章採
択会議でアドバイザーの地位を認められ、国連設立当
初からのロータリーの支援は、後に国連各機関との協力
関係に発展しました。
1946 年、日本のロータリーの創始者で東京ＲＣを作った
米山梅吉さんが亡くなり、翌 1947 年には、ポール・ハリ
スさんが亡くなっています。
1949 年、日本のロータリーは再承認されました。1950 年、
米国ミシガン州デトロイトで開催されたＲＩ国際大会で２つ
の標語が正式に承認されました。｢Ｓｅｒｖｉｃｅ ａｂｏｖｅ ｓｅｌｆ
（超我の奉仕）｣と｢Ｈｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｍｏｓｔ Ｗｈｏ Ｓｅｒｖｅｓ Ｂ
ｅｓｔ（最も良く奉仕する者、最も多く報いられる）｣です。
奉仕という言葉はロータリーでは非常に良く使われてい
ますが、日本人の奉仕のニュアンスはアメリカ人とは少
し違います。米国では奉仕をしなければ人から認められ
ないというくらい、奉仕活動はステータスになっているそ
うです。
1952年、東京ＲＣが米山梅吉さんの偉業を称えて奨学事
業の構想を立案しました。1957 年、東京ＲＣ単独で始ま
った奨学事業が、日本全国の共同事業となっています。
この年、ロータリー財団が財団プログラムの寄付者に対
してポール・ハリス・フェローをはじめとする認証プログ
ラムを設置しました。
そして 1967 年には、文部省管轄下の財団法人ロータリ
ー米山記念奨学会が設立されております。
私は本年１月 15 日から 19 日まで米国カリフォルニア州
サンディエゴの国際協議会に夫婦で出席し、
2013-14 年度のＲＩ会長ロン・バートンさんはテーマを｢Ｅｎ

ｇａｇｅ ＲｏｔａｒｙＣｈａｎｇｅＬｉｖｅｓ｣とされました。日本語訳は
｢ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を｣です。私は、
ロータリーに積極的に参加して自分と周りを磨き上げ、
輝かしい人生に変えていこう、という意味だと理解してい
ます。
ロン・バートンさんは古くから、ＲＩの戦略計画｢ロータリー
財団の未来の夢計画｣に中心で関わって来ました。これ
はロータリーを方向づける重要な計画です。異なる国や
地域におけるロータリーの状況を調べ、各地域の強み、
改善点、課題を決定しました。その中で重要な計画が、
｢クラブのサポートと強化｣｢人道的奉仕の重点化と増加｣
｢公共イメージと認知度の向上｣です。より充実したプロジ
ェクトを実施すると、より大きな影響が起こり、会員と支
援者の増加につながり、支援の拡大となります。それが
公共イメージの向上となり、寄付が増加し、クラブの強化
になります。そしてまた、より充実したプロジェクトやクラ
ブの活性化につながっていくという訳です。

｢クラブのサポートと強化｣というのは、クラブの刷新性と
柔軟性を育てることです。様々な奉仕活動に参加するこ
とが、自分たちの会員意識を向上することになります。ま
た、会員それぞれの色んな特殊な才能を持った多様性
を増進することです。それから、会員の勧誘・維持を改善
すること、優秀な会員を１人でも多く集めることです。５年
先 10 年先にどういうクラブにしたいかという戦略計画を
今から立てる必要があります。その中心となるのはやは
りリーダーを育てることです。
｢人道的奉仕の重点化と増加｣で、ＲＩが一番重点を置い
ているのがポリオ撲滅です。インドでは撲滅したと言わ
れておりますが、まだ世界中にはアフガニスタン、パキ
スタン、ナイジェリアなどに残っています。ポリオの厄介
なところは、感染しても９割は発症しませんが、その９割
の人がまた人に感染させることです。日本でもまだワク
チンを接種しています。ワクチンはずっと続ける必要が
あります。
11 月２日～４日には久屋大通公園で、ポリオ撲滅運動
｢Ｅｎｄ ＰｏｌｉｏＮｏｗ｣の大キャンペーンとして、ロータリア
ンやロータリアン以外の人も集めて、｢ワールドフード・ふ
れ愛フェスタ｣を開催します。それに参加すると、ロータリ
ーのチャリティってこういうものかと分かると思います。
全くロータリーを知らない人に｢あ、ロータリーってポリオ
の撲滅をやっているんだな｣と分かってもらうだけでもし
めたものだと思います。これには色々な設備や準備が

要りますから、各クラブの会員には、口と手と足とお金を
出して頂ければありがたいと思います。
｢公共イメージと認知度の向上｣は、ロータリーのイメージ
とブランド認知を調和させることです。また、行動を主体
とした奉仕を推進し、中核となる価値観を推進することで
す。奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ。この５
つの価値観が、皆さんの持っている底力です。これが他
の団体と違うところで、それが根となり、その上にクラブ
奉仕、職業奉仕が幹となり、国際奉仕、社会奉仕、青少
年奉仕という実や花となる訳です。
人から｢ロータリーって何ですか？｣と聞かれた時に、ポ
ッと直ちに２つ３つ答えられるように、自分たちが何であ
るかをもう一度再認識する必要があると思います。それ
には「ロータリーのルーツを伝える」、「ロータリーのユニ
ークさを伝える」、「ロータリーのメッセージを伝える」、そ
して「ロータリアンやクラブの意欲を強めること」です。久
屋大通公園で開催する｢ワールドフード・ふれ愛フェスタ｣
はその一つの大きなチャンスです。こういうチャリティは
日本で初めてです。最初にやることに価値があります。
ＲＩ会長の強調事項は、｢会員の増強｣｢ロータリー財団を
通じた人道的奉仕の充実｣｢ロータリーファミリーを通じた
ネットワークの充実｣であり、これを達成するとＲＩ会長賞
が頂けると言われます。
６つの重点項目は、①平和と紛争予防／紛争解決②疾
病予防と治療③水と衛生設備④母子の健康⑤基本的教
育と識字率向上⑥経済と地域社会の発展です。この中
の奉仕をすると、グローバル補助金が下ります。地区補
助金を使うのはどこでも当たり前になっていますが、もう
少し大きなことを行うためにはグローバル補助金が効果
的です。大変ですが、どうかチャレンジして下さい。
それを踏まえて地区の方針は、｢会員の意識向上｣｢クラ
ブのパワーアップ｣｢地区の改革｣｢会員増強｣としました。
｢会員の意識向上｣は、例会に出席することから始まりま
す。例会に出席して、地区大会、国際大会に出席して下
さい。来年６月はオーストラリア・シドニーで国際大会が
開かれます。６月１日に私どもが主催するガバナーナイ
トに１人でも多くご参加下さることを夢見ております。
｢クラブのパワーアップ｣は、色々な奉仕をし会員の意識
を向上することで、そこに会員が集まり、会員増強につ
ながります。

｢地区の改革｣は、多くの委員会を整理し委員の任期を定
め、人数を大幅に減らしましたが、まだ仕事半ばです。

次年度もこれを引き継ぐと思います。
｢会員増強｣は永遠のテーマです。毎年平均年齢は１歳
ずつ上がっていきます。絶えず新しい人を補強する必要
があります。それには、会長や役員、増強委員長だけに
頼らず、各会員に｢自分たちが会員を見つけるんだ｣と思
って頂くことです。
2760 地区のキャッチフレーズは、｢磨いて輝こう｣です。
自分がやることで周りが良くなり、ひいては周りから自分
たちも恩恵を受けます。ロン・バートンさんの｢Ｅｎｇａｇｅ
Ｒｏｔａｒｙ ＣｈａｎｇｅＬｉｖｅｓ｣と同じ意味のつもりで私は言っ

ています。
ロン・バートンさんと会った時に、｢ＥｎｇａｇｅＲｏｔａｒｙＣｈａｎ
ｇｅ Ｌｉｖｅｓ｣のことを聞いたら、｢アーサー・シェルドンの第
２標語｢Ｈｅ ＰｒｏｆｉｔｓＭｏｓｔ Ｗｈｏ Ｓｅｒｖｅｓ Ｂｅｓｔ｣と全く同
じ意味だよ｣と答えてくれました。ロータリーは変わって
いないんです。しっかり一人ひとりの会員が奉仕をする
ことによって、自分たちも幸せになるし、クラブも世界も
幸せになるということです。
どうかこの１年間しっかり磨いて輝いて下さい。

米山記念奨学会の誕生（ロータリー米山記念奨学会 HP より抜粋）
9 万人のロータリアンが支援
米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立
に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足し
ました。1952 年に東京ロータリー･クラブで始められ
たこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発
展し、1967 年、文部省（現在の文部科学省）の許可を
得て、財団法人ロータリー米山記念奨学会となりまし
た。
奉仕の人「米山梅吉」
米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏（1868
－1946）は、幼少にして父と死別し、母の手一つで育
てられました。16 歳の時、静岡県長 泉町から上京し、
働きながら勉学に励みました。20 歳で米国へ渡り、ベ
ルモント・アカデミー（カリフォルニア州）ウエスレ
アン大学（オハイオ州）シラ キュース大学（ニューヨ
ーク州）で 8 年間の苦学の留学生活を送りました。
帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが、友人
の薦めで三井銀行に入社し常務取締役となり、
その後、
三井信託株式会社を創立し取締役社長に就任しま し
た。信託業法が制定されると逸早く信託会社を設立し

て、新分野を開拓し、その目的を"社会への貢献"とす
るなど、
今日でいうフィランソロ ピー
（Philanthropy*）
の基盤を作りました。
晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハンセン
病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・医療事
業に奉仕しました。また、子どもの教育のために、は
る 夫人と共に私財を投じて小学校を創立しました。"
何事も人々からしてほしいと望むことは人々にもその
通りせよ"これは米山梅吉氏の願いでもあり、
ご自身の
生涯そのものでした。"他人への思いやりと助け合い"
の精神を身もって行いつつ、そのことについて多くを
語らなかった陰徳の人でした。
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎１０月３日（木）第 ８７４ 回例会 「クラブフォーラム」
米山月間に因んで 米山奨学生 全培糊さん研究報告
◎１０月１０日（木）第 ８７３ 回例会
外部卓話

元航空救難団飛行軍司令 木戸文夫 様

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

