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矢野雄嗣

第９０８ 回 例会Ｎｏ．４７ 平成 ２６年６月２６日（木） 晴
ガバナー補佐・会長・幹事慰労例会 於：安江 18：30～
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■ 出席報告
会員４６名中３４名出席
■ 出席率
７７.２７％
出席計算人数４４名
■ 修正出席率 ６月１２日
９５.１２％
■ ビジター
蒲郡 RC 本多宏恒さん以下１５名

乾 杯

（同日サイン受付）

役員章の贈呈
西川会長・加藤幹事から永井会長エレクト・矢野副幹事
へ新年度の「会長幹事章」を、永井会長エレクト・矢野副
幹事から西川会長・加藤幹事へ「前会長幹事章」をそれ
ぞれ贈呈しました。

会員増強表彰
前回ご欠席された田島陽介さんに、増強表彰バッジを贈
呈致しました。

ガバナー補佐・会長・幹事へ花束贈呈
一年間有難うございました。

第９０７ 回 例会Ｎｏ．４６ 平成 ２６年６月１９日（木） 晴
■ 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４６名中２８名出席
■ 出席率
６５.１１％
出席計算人数４３名
■ 修正出席率 ６月５日
９５.１２％
■ スピーカー
ガバナー補佐・会長・幹事
各委員長

会長挨拶
皆さんこんにちは。
クレストンホテルでの例会は本年度最後になります。
昨日、岡山丸の内ロータリークラブに加藤幹事と例会訪
問に行ってまいりました。例会場は岡山駅のすぐ隣の全
日空ホテルで、毎週水曜日１２：30～13：30 に開かれて
います。例会は会長のテーブル席での点鐘に始まり、ロ
ータリーソング斉唱、会長挨拶、そして食事（メニューは
各自テーブル上のウィークリーに記載されています）、委
員会報告と続きます。
ニコＢＯＸは「スマイル」といい各テーブルで記入、寄付を
します。コメントを披露するときに書いた方は起立します。
皆さんによくわかっていただけて、良いことだと思います。
岡山丸の内ロータリークラブは岡山東ロータリークラブ
がスポンサークラブで１９８９年 11 月１５日創立です。来
年３月９日に創立２５周年記念式典の予定とのことです。
我々のクラブより５年先輩になります。事務局は岡山市
内の６クラブを一つの事務局で、３名の事務局員がそれ
ぞれ２クラブを受け持っています。例会は和やかな雰囲
気の中で大歓迎をして頂きました。友好クラブの締結は
次年度２０周年記念事業の中一つとして進めるということ
で、次年度への引き継ぎ事項になりますが宜しくお願い
します。
さて、先日６月 14 日に開催された 2013～2014 年度
地区役員及び会長幹事懇親会で我々のクラブはＲＩ会長
賞をいただきました。この受賞は地区７３クラブのうち１０
クラブで大変意義のある賞だと思います。そしてロータリ
ークラブ・セントラル賞（１８クラブ受賞）もいただきました。
ここに披露いたします。

これらの賞をいただいたのは、会員の皆さんのロータリ
ーへの思い、ご協力によるものと、そして幹事の加藤さ
ん、事務局の朝倉さんのおかげであります。心から感謝
いたします。
１年間本当にありがとうございました。

出席表彰
親睦活動・出席委員長 若原正幸
５ヵ年皆出席を迎えられた高山 進さんに、会長よりルビ
ー入り会員章を贈呈いたしました。

ニコＢＯＸ
川原ガバナー補佐 一年間、ガバナー補佐をお助け頂き
ありがとうございました。
西川会長 一年間ありがとうございました。
加藤幹事 とにもかくにも１年が過ぎようとしています。こ
れもひとえに皆様方のお陰と感謝しています。どうもあり
がとうございました。
●本日は通常例会としては今年度最後になります。
川原ガバナー補佐・会長・幹事・各委員長の皆さん、一年
間有難うございました。
藤田、永井、和田、立石、水野、矢野、成田、渡邉、小菅、
若原、吉田、大附、岩田、森田、安江、堀江、横田
（敬称略）
本日合計 ４５，０００円

会員増強表彰
会員増強選考委員長 堀江俊通
本年度、新会員をご推薦頂きました下記の方々に、地区
からの増強表彰バッジを西川会長よりお渡し致しまし
た。

長谷川龍伸さん（武山卓史さん）
小菅 誠さん （十文字織栄さん、横田茂樹さん）
岩田 宏さん （眞砂敦夫さん、安藤正道さん）
川原 弘久さん （立石ゆかりさん）
田島 陽介さん （田中如以さん）※
※（田島さんはご欠席の為、次回お渡し致します。）

退任挨拶
会長 西川 博
今年度は「ロータリーの輪を広げよう」というクラブ目標
にしました。いろいろな行事、出来事がありました。
会員のみなさまには大変お世話になりありがとうござい
ました。
８月「夏休み家族会 ビヤガーデンとハワイアン」に始ま
り、９月には高山青少年奉仕委員長の尽力により、前年
度より懸案の「中央ローターアクトクラブの再度共同提唱」
ができ、さらに当クラブ会員の娘さんのローターアクトへ
の入会が実現しました。
ガバナー補佐訪問では、今年は当クラブの川原さんが
ガバナー補佐で、自分のクラブなのでどうしても力が入
って厳しい指導となってしまうと言われましたが、通常の
補佐訪問と違ってあまり緊張せず、和やかな雰囲気でい
ろいろな懇談をいたしました。
そして９月２６日ガバナー公式訪問は、親クラブである名
古屋みなとロータリークラブとの合同例会。
１０月には岩田職業奉仕委員長と、福井 RC 職業奉仕委
員長でもある稲田大臣にお世話になり職場見学「国会見
学」をしました。続く秋の家族会は「歌舞伎鑑賞」・・御園
座改築のため、金山の市民会館にての開催でした。
１１月は継続事業である国際奉仕「カンボジア支援」で
Kampot 州へ 6 名で訪問してきました。国際奉仕委員長
の亀井さんには、ドクターの目で、将来の支援の方向を
検討するための現状の確認をしていただきました。
そして１１月２３、２４日ウエスティンナゴヤキャッスルホ
テルで「地区大会」 に参加して、RI 会長テーマと２７６０
地区方針を改めて確認いたしました。
もう一つ１１月には、吉田さんと今年 2 回目の東日本震
災被災地訪問をしました。ニコ BOX からの基金で「石巻
おひさま保育園制服贈呈支援」を石巻ＲＣの寺田会長、
石巻西ＲＣの三浦会長、石巻南ＲＣの日野会長にも出席
いただいて贈呈式を行い、高橋園長はじめ子供たちそし
て石巻のＲＣの会長皆さんにも大変よろこんでいただき
した。
１２月 21 日には クレストンホテルで「クリスマス家族会」
に大勢の会員の皆さん、家族の皆さん、そしてお友達の

皆さんに出席いただき楽しくし過ごしていただきました。
しかしこのときは私は母の葬儀のため欠席しまして、皆
さんに大変迷惑をかけてしまいました。
１月の「中部名古屋みらいロータリークラブ」との合同社
会奉仕例会では、大岩社会奉仕委員長にご尽力いただ
き「メイクアウィシュオブジャパン」の原順子さん、加藤里
美さんを招いてチャリティオークションを開催、その収益
金も加えて寄付しました。
そして、社会奉仕事業は４月にも障がい者就労支援「あ
るく」への古本回収協力を行いました。
2 月 20 日のキャッスルホテルでの「ＩＭ」は「地元の文化
をも直そう！」のテーマで八事興正寺の梅村正昭様に
「八事山興正寺の歴史・秘宝そして未来」と題して講演を
いただきました。そしてこのＩＭにおいて名古屋２５ＲＣ社
会奉仕委員会の支援を得て愛知県立聾学校に大変高額
な補聴器の測定装置の贈呈ができました。
３月は八事山興正寺で春のお花見家族会例会を開催、
見ごろにはもう少しというところですが、若原親睦活動委
員長の企画でお食事や三味線、お琴の演奏を楽しみま
した。米山記念奨学委員長 和田さんがカウンセラーを
務める米山留学生 金培糊（ジョン・ベポ）さんのお世話、
などなど 、ありがとうございました。
皆さんのおかげで、今期７名のご入会で４6 名と純増５名
と会員増強ができたこと。
最後に岡山丸の内ロータリークラブとの友好クラブ締結
を進めることになったこと。
次年度２０周年に向けて少しでも進めることが出来たこと、
など無事に 1 年間が終われるのは、会員の皆様方の絶
大な御支援とご協力あってのことと思います。そして若
原親睦活動委員長はじめ各委員長の皆さん、特に加藤
幹事には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
この１年の中で残念なことは、米山記念奨学委員会副委
員長 立石博明さんが２月７日、元会員で第８代会長の
矢野雄三さんが２月８日に逝去されました。心よりご冥福
をお祈りし申し上げます。
最後にもう一度、会員のみなさまには本当にお世話にな
りありがとうございました。

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
続きまして、
川原弘久ガバナー補佐、
加藤久明幹事、
堀江俊通会員増強選考委員長、
矢野雄嗣プログラム・クラブ会報広報委員長、
若原正幸親睦活動・出席委員長、
岩田 宏職業奉仕委員長、
和田直美米山記念奨学委員長、
高山 進青少年奉仕委員長、
長谷川龍伸 S.A.A.の方々より、今年度の活動についてご
報告頂きました。
皆様、一年間有難うございました。

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

ロンＤ. バートン ＲＩ会長メッセージ
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「ロータリーを実践し続けよう」
親愛なるロータリアンの皆さん、オクラホマでは「積ま
れた薪の山の前を去る時は、見つけた時より少しだけで
も高くしておかなければならない」と言われています。こ
れを実践するために、私は皆さんに参加をお願いする
必要がありました。参加することは、私たちの今年度の
テーマ「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」そ
のものです。そして、私たち一人ひとりがそれを成し遂
げました。私たちの一人ひとりが椅子から立ち上がって、
ロータリーを実践してきたので、私たちは人生を豊かな
ものに変えたのです。
今年度、私は皆さんにそれぞれが新しい会員を連れ
てくるよう頼みました。国際ロータリー理事会は、世界中
で会員増強をする基盤をつくりました。16 の地域別会員
増強計画が、今、進行中です。それぞれの地域で、人々
がロータリーにいる理由付けを確信できるように設定さ
れたものです。
子どもたちへの本の読み聞かせ、恵まれない人のた
めの炊き出し、幹線道路沿いのごみ拾いといったプロジ
ェクトの手伝いをしてくれる会員候補者がいれば、あと
はおのずと進んでいくと、私は信じています。彼らは、自
分たちが誰かの人生を変えたと実感するでしょう。そして、
ロータリーの奉仕を通して与える時、それ以上に報われ
ると実感するでしょう。
私はまた、皆さんにロータリー財団への寄付をお願い
しました。今年度のガバナーは全員それを実行し、ロー
タリーの歴史の中で、初めてこの約束を果たした「ファー
ストクラス（バートンＲＩ会長が今年度のガバナーにつけ
た呼称）」になりました。
私たちは、自分のクラブで何の責任も持たないことを
心地良く感じることがあります。その理由は、私たちがロ
ータリーをもっと実践するよう働きかけられていないから

かもしれません。もちろん、例会に行って友人たちに会う
のは素晴らしいことです。しかし、もし皆さんが情熱を注
ぎたければ、プロジェクトに関わる必要があります。実践
的なプロジェクトにおいては、皆、同じになれます。トラッ
クから箱を降ろす作業をしている時、あなたは隣の人と
何ら変わるところはありません。その人は、あなたといさ
さかの違いもありません。共に奉仕する時、皆、仲間で
あり、このようにして人々は関わり続けるのです。
ロータリアンは、ロータリーが行っていること、そして
その能力をあまりわかっていないことがあります。ロータ
リアンが、私が今年度見てきたように、プロジェクトがど
のような影響を与えているのかを目の当たりにすること
ができたら、彼らの人生はより豊かなものになるでしょう。
ロータリアンは、会員が良いことをしたいという共通の思
いを持ち、共に働くことで、とてつもないことを成し遂げる
組織に所属していることを理解するでしょう。
私は、ロータリアンが行っている善行を見て畏敬の念
を抱き続けます。皆さんの活動のおかげで、薪の山は少
し高くなったと確信し、皆さんの一人ひとりがこれからも
「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」続けてく
ださることを願っています。

ロータリーニュース
（ROTARY JAPAN WEB より転載）
「2014 年シドニー国際大会の参加者数」
2014 年シドニー国際大会の最終の参加者数は下記の
通りです。
2014 年シドニー国際大会参加者数
世界： 18,603 人(2013 年リスボン国際大会-19,717 人)
日本： 2,441 人(2013 年リスボン国際大会-2,420 人)
---------------------------------------参加者数上位１１か国は以下の通りです。
1. Australia 4,623
2. United States 3,488
3. JAPAN 2,441
4. Taiwan 1,477
5. Korea 730
6. New Zealand 626
7. India 609
8. Philippines 575
9. Bangladesh 488
10. Canada 420
11. Nigeria 419
----------------------------------------

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎７月３日（木）第 909 回例会 「クラブフォーラム」
◎７月 10 日（木）第 910 回例会 「会員卓話」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

