第962回 例会 Ｎｏ．7 平成２７ 年８月28日（金） 晴
例会変更「ガバナー公式訪問」
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「手に手つないで」
■ 出席報告
会員５０名中２８名出席
■ 出席率
５９.５７％
出席計算人数４７名
■ 修正出席率 ８月１３日 休会
■ ゲスト
加藤陽一ガバナー
大竹一義地区幹事
■ ビジター
豊橋南 RC 内藤哲寛さん以下９名
（8/27 受付）

会長挨拶
名古屋みなと RC 会長 杉江豊文
今年度、名古屋みなとＲＣ50 代会長を務めております杉
江豊文です。大変僭越でございますが、３ＲＣを代表し、
会長あいさつを申し上げます。

加藤ガバナー、大竹地区幹事、ご来訪頂き、ありがとう
ございます。後程、講話を頂きます。そして、瀬戸ＲＣの
田中靖達君、米山奨学生のサイドホン君、ようこそお越
し頂きました。心よりご歓迎申し上げます。
加藤ガバナーは地区方針として｢ロータリーの原点に学
ぶ～友情と寛容の輪を拡げよう～｣と挙げられておりま
す。私はスポンサークラブである名古屋西ＲＣの片桐会
長からご紹介頂き、第 2700 地区パストガバナー廣畑富
雄氏の著書｢ロータリーの心と原点｣を読ませて頂きまし
た。その本の冒頭に、こんな一節がありました。
―― ポール・ハリス氏が日本に寄られた折、｢なぜあな
たはロータリークラブを始められたのですか？｣と質問さ
れました。ポール・ハリス氏は、ウォーリングフォードとい
う田舎町に育ち、その後はボストンに行かれ、若いうち
に大都会シカゴに来られた方です。ポール・ハリス氏は
その質問に対して一言、｢寂しかったから｣と答えられた
そうです。すなわち、ロータリーの原点は、諸説あります
が、親睦にあるのではないでしょうか。競争関係にない

会員同士が規則的な例会に出席し、見失っていた思い
やりの心を取り戻し、相互の親睦を深め、切磋琢磨し、
互恵関係を作っていこうとしたのです。
加藤ガバナーは行動指針の中で、常にバッジを着用し、
積極的に例会に出席し、エンジョイロータリーを心がける
ように挙げられております。ここにお集まりのロータリア
ンは、常にいつも明るく元気に、堂々とバッジを着用し、
積極的に例会に出席し、ロータリーをエンジョイしましょう。
そうすると、決して皆様は寂しくないと思います。今流行
のクマムシが言うように｢あったかいんだからぁ♪｣という
ふうになると思います。これで会長あいさつと致します。

ガバナー紹介
名古屋丸の内ＲＣ会長 岩田 宏

加藤陽一ガバナーのご紹介をさせて頂きます。
加藤ガバナーは1996年７月に瀬戸ＲＣに入会されました。
2001-02 年度のクラブ幹事をされた後、2008 -09 年度に
瀬戸ＲＣの会長をされております。マルチプルポール・
ハリス・フェロー、ベネファクター、米山功労者でいらっし
ゃいます。今日は加藤ガバナーからロータリーの話をお
聞かせ頂きます。宜しくお願い致します。

ガバナー講話
国際ロータリー第 2760 地区ガバナー 加藤陽一
ご紹介頂きました、ガバナーになりたての加藤陽一です。
所属は瀬戸ＲＣです。
ガバナーになるということは大変なことだなと最近つくづ
く感じております。８月に入り、こうやって公式訪問で毎
日のようにどこかのクラブにお邪魔しております。今日も
美味しい食事を頂いた訳ですが、毎日美味しい食事を食

べているので、だいぶ肥えてしまうのではないかなと心
配しております。

● ＲＩテーマ｢Ｂｅａ Ｇｉｆｔｔｏｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ｣
ＲＩ会長のラビンドランさんはスリランカの方で、テーマは
｢Ｂｅ ａ Ｇｉｆｔｔｏｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ｣、日本語では｢世界へのプレ
ゼントになろう｣です。
１月、ガバナーになるために参加しなければならないサ
ンディエゴの国際協議会へ、女房ともども１週間行って参
りました。最初は多少どこかで遊べるのではないかなと
思っていたのですが、本当に朝から晩まで缶詰で、ロー
タリーの勉強をさせて頂きました。クラブ会長さんたちは
ＲＬＩ方式で３日間研修をされたと思いますが、あのような
ことを毎日朝から晩まで行いました。
その協議会の１日目、初っ端にラビンドランさんがこの
｢Ｂｅａ Ｇｉｆｔｔｏｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ｣というテーマをお話しになりま
した。日本語では｢世界へのプレゼントになろう｣というこ
とでしたが、これは少し英語と日本語が離れているので
はないかなという気がしました。
協議会には世界中のガバナーが 500 人程集まるのです
が、日本の同期のガバナー34 人と毎日色々と話をして
おり、その中で｢この日本語はどうなのだろう？｣というこ
とで喧喧諤諤と議論しました。
ロータリーの研修リーダーであるパストガバナーの方も
交えて話をしたのですが、｢まあこういうふうに訳された
からしょうがないだろう｣というような言い方をされていま
した。しかし話し合う中で、｢プレゼントというのはやはり
分かりにくい。『世界へ奉仕しよう』、あるいは『サービス
しよう』という言葉に置き換えたら理解しやすいのではな
いか｣ということになりました。
同期のガバナー34 人が今、私と同様にあちこちの公式
訪問でお話をされていると思いますが、たぶん同じよう
なことを言っておられると思います。
ラビンドランさんはヒンズー教の熱心な信者だと聞いて
おります。私にはヒンズー教と仏教の違いもよく分かりま
せんが、ラビンドランさんは｢人間の価値は、いかに得た
かではなくて、いかに施したかによって決まる｣と仰って
おります。これは仏教も似たようなものではないかなと
思うのですが、そのような考え方がラビンドランさんのベ
ースにあり、｢Ｂｅ ａ Ｇｉｆｔｔｏｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ｣というＲＩテーマ
にされたのではないかと思っております。
● 地区方針
その協議会から帰って、色々と考え、地区方針は

｢ロータリーの原点に学ぶ～
友情と寛容の輪を拡げよう～｣
とさせて頂きました。
最近の新しいロータリアンを見ていますと、少し我々の
感覚と違うのではないかという感じがしております。例え
ば、７月に会員増強セミナーを行い、会員増強委員長さ
んや会長さんなどに沢山集まって頂きました。その中に、
ポロシャツを着て半ズボンの方がおられました。会長さ
んがですよ。幹事さんはポロシャツと、海岸ではくような
ズボンをはいていました。まさかロータリアンではないだ
ろうと思っていましたが、聞いたらロータリアンだという
のでがっかりしました。
皆さんご存じのように、ＲＩそのものが｢職業分類は５人ま
でいい｣というようにいい加減になってきて、入会のハー
ドルを下げている訳ですね。ハードルを下げれば、参加
する方も気楽な気持ちで参加するようになってしまいま
す。ＲＩが決めたことですからそれでいいかもしれません
が、私はちょっと日本には合わないのではないかなとい
う気がしております。そのようなこともあり、もう少しロー
タリーの原点に帰って頂きたいなと思って、地区方針を
決めさせて頂きました。
そのような話をしていましたら、ある人から｢原点という
のはどこまでさかのぼるの？｣という質問を頂きました。
分かりません。少なくとも、10 年 20 年程前の、厳しい中
にも楽しいロータリー時代に戻って欲しいなと思って、こ
ういった方針にさせて頂きました。
① 常にバッジを着用する
地区方針の内容は、まず｢高潔なロータリアンを目指し、
常にバッジを着用する｣です。
皆さんバッジを着けておられますが、中にはバッジを着
けておられないロータリアンもいます。皆さん、胸にちょ
っと手をあててみて下さい。バッジを着ければ、ロータリ
アンとしてのプライドを自動的に持てるのではないかと
思います。やはりロータリアンである以上、私は常にバ
ッジを着けて頂きたいなと思います。今は夏ですので、
上着はいらないかもしれませ
ん。ですけれども、私どもの瀬戸ＲＣでは｢上着は着なく
てもいいから、バッジを着けた上着を持ってきて下さい｣
というご案内をしております。やはり、ロータリアンである
以上は、常にバッジを着けて誇りを持って頂きたいなと
思っております。
② 例会に積極的に出席する
次に、｢例会に積極的に出席し、ロータリーの活動を楽し
む｣、エンジョイロータリーです。
｢『例会に出席し……』なんて、今更何を言っているのか｣
ということですが、中には出席率が非常に悪いクラブも
あります。ただ、2760地区は、日本にある34の地区の中
でも出席率はトップです。９月号の｢ロータリーの友｣や
｢ガバナー月信｣にも載っております。それから会員数も
トップです。聞くところによると、７月に東京の地区に５人
負けたというような話がありますが、まだ確認は取って
おりません。2760 地区は会員数もトップ、出席率もトッ
プ、それから、活動でもトップであると思っております。
ワールドフード＋ふれあいフェスタ（ＷＦＦ）が 10 月 24 日、

25 日に、例年通り名古屋の栄で開催されます。去年は３
日間でしたが、今年は２日間です。
ＷＦＦは｢ジャパンロータリーデー｣と名付けられています。
これは勝手に名付けた訳ではなく、ＲＩの承認を頂いてお
ります。他の地区でもロータリーデーは行われています
が、｢ジャパンロータリーデー｣というのは 2760 地区だけ
です。なぜかと言いますと、ＷＦＦが日本の中心的なロ
ータリーデーとして認められつつあるからです。
ＷＦＦは、地区からは１銭もお金を出しておりません。ロ
ータリー各クラブさんからも、企業協賛やチケットを買っ
て頂くなどのご協力は頂いていますが、お金は頂戴して
おりません。会員からの寄付によらず、イベントによって
収益を得ています。また、一般の方々にも｢ＥｎｄＰｏｌｉｏＮ
ｏｗ｣を訴え、｢ロータリーはポリオ撲滅を積極的に支援し
ているんだ｣とＰＲをしながらご寄付を募っています。
そうして得た収益金で、ポリオ撲滅を支援し、あるいはミ
ャンマーやカンボジアでトイレを作ったり、子供たちにノ
ートや鉛筆などの教材を贈ったりしています。地区の国
際奉仕委員会の方が現地へ赴いて、そうした活動を実
施しております。
皆さん、ＷＦＦには去年も来て頂いたと思いますが、実際
に行って頂くと少し変わった非常に美味しい食事もありま
す。是非ともＷＦＦに参加して頂きたいと思います。
③ 自主的クラブの運営
次に、｢自主的クラブの運営｣です。今、2760 地区には 83
クラブあります。83 クラブのために地区があるのであっ
て、地区が上から目線で｢あれしなさい、これしなさい｣と
言うつもりはありません。ただ、先程のＲＩテーマのような
ことはお伝えしますし、各クラブで色々な困ったことがあ
れば、地区に相談して頂ければと思っております。
ガバナー公式訪問で回っていますと、補助金のことでよ
く質問を頂きます。｢補助金の締切は早過ぎて使えない｣
というお話を頂戴しています。これについては、｢２年越
しの計画を立てて頂いて、来年度どういった補助金の事
業を行うかを会長エレクトさんと連携をとって頂き、今の
会長さん幹事さんが補助金を申し込んで頂ければ、決し
て期限が早過ぎるということはありません｣と申し上げて
おります。また、地区の財団の方にも、｢出来るだけ期限
をぎりぎりまで延ばして下さい｣ということも言っておりま
す。そのような各クラブでお困りのことがあればどんど
ん地区の方に言って頂ければ、色々と協力させて頂きま
す。各クラブそれぞれが、それぞれの個性でもって活動
して頂ければ結構だと思っております。各クラブがそれ
ぞれ楽しい例会、楽しい活動をして頂ければ素晴らしい
なと思っております。
④ 会員増強・退会防止
それから、｢会員増強・退会防止｣は、ＲＩではもう５、６年
ずっと言い続けており、永遠のテーマのようなものです。
先程も 2760 地区の会員数の話をしましたが、会員が減
れば地区もＲＩも困るということです。ＲＩではそのために
ハードルを下げており、例えば｢専業主婦も仕事の一つ
だ｣ということを言っております。しかしこれは外国の話
で、日本の話ではないと私は解釈しております。もちろ
ん、専業主婦という職業分類でロータリアンになって頂く

のは決してやぶさかではありませんが、やはりどこかで
一線を引いて頂いた方がいいかなと思っております。
そうした課題もありますが、会員増強を各クラブさんにお
願いしたいと思っております。
⑤ 地区の改善・改革
｢地区の改善・改革｣については、今日の会長幹事懇談
会でも色々な話を頂戴しました。地区の委員会の改革は
なかなか難しいものです。ガバナーが｢ああしてくれ｣と
言っても、なかなか聞いて頂けません。スケジュールも
変えて頂けません。そのような状況ですが、地区として
順々に改革していきたいと思っております。
委員会も出来れば少なくしたい。人数も少なくしたい。回
数も少なくしたい。そう思っております。これは田中パス
トガバナー以来、一生懸命目指していることです。
また、地区の活動をして頂くことは大変嬉しいことですが、
あまり長く地区の仕事をしておりますと、クラブに帰った
時に浦島太郎みたいになってしまったという方も存じ上
げております。そういったことでも、地区を改革したいと
思っております。
● 地区からのお願い
私の地区方針に関しては以上ですが、次に地区からの
お願いです。と言いましても、決して上から目線で言う訳
ではありません。
まず、先程お話ししましたＷＦＦへのご参加をお願い致し
ます。
それから 10 月 31 日、11 月１日には地区大会を、いつも
通りウェスティンナゴヤキャッスルにて、岡崎東ＲＣさん
のお世話で開催する予定です。講師はＪＲ東海の葛西名
誉会長です。リニア新幹線のお話をして頂きますので、
特に名駅ＲＣさんには関係あるのではないかと思ってお
ります。是非とも地区大会にご参加頂きたいと思いま
す。
それから、６月にはソウルで国際大会を開催致します。
ソウルでガバナーナイトを開催するつもりでおります。だ
いたい 400 人お越し頂ければ嬉しいなと思っております。
国際大会は、今度がソウル、その次がアトランタ、という
ように毎年違う都市で開催されており、去年はブラジル
のサンパウロでした。私は行くつもりはなかったのです
が、近藤パストガバナーがどうしてもと言うので一緒に
行って参りました。３泊７日で超特急の旅行でした。
３日ブラジルにいて４日飛行機に乗っていたという大変
な難行苦行の国際大会でした。そのような国際大会は大
変ですが、ソウルは非常に近いところですし、是非とも
参加して頂きたいと思います。
それから、希望の風奨学金についてです。皆さんにお願
いしていました東日本大震災被災高校生支援事業は終
了しました。皆さんから頂戴した浄財はすでに現地に送
っております。
それが終わったからということではありませんが、この
希望の風というのは３年前から始められたもので、震災
で片親あるいは両親を亡くしたお子様が大学を卒業する
までの支援をするというプログラムです。震災当時０歳
だったお子様が大学卒業まで支援するということで、全
部で 20 年程、今後 17 年程に亘るプログラムです。

ただ残念ながら、34 地区のうち現在 10 地区程しか協賛
頂いておりませんので、これから他の地区にもお願いす
る訳ですが、是非とも希望の風奨学金にお１人 1,000 円
ということでご協力頂きたいと思っております。今度お手
元に届く９月の｢ロータリーの友｣に詳しく載っております
のでご覧頂きたいと思います。
最後ですが、｢地区便覧｣の後ろの方にも書いてあるよう
に、ＲＩ会長賞に挑戦して頂きたいと思います。ＲＩから賞
状が一枚来るだけでお金は何も出ませんが、名誉なこと
ですので、是非ともＲＩ会長賞に挑戦をお願いします。
もう少しお話をしたいのですが、時間がありませんので
私の話はこれぐらいに致します。話があっちへ行ったり
こっちへ行ったりして申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

閉会の挨拶

名古屋名駅 RC 会長 清水順二

本日は加藤ガバナー、大竹地区
幹事、我々の３クラブ合同例会
にご訪問頂きましてありがとうご
ざいました。
今日が終わりますとこの事業年
度もちょうど２ヶ月が経過して、
来週からは３ヶ月目に入るという
ことで、我々の事業年度もいよい
よスイッチが入ってエンジンが掛かるということになるか
と思います。皆様には今日の加藤ガバナーのお話を念
頭に事業を進めて頂ければと思っております。
最後に、本日の合同例会のホストを務めて頂きましたみ
なとＲＣの皆様に感謝を申し上げて、閉会のあいさつとさ
せて頂きます。

ガバナー・会長・幹事 懇談会
例会に先だって、加藤ガバナー、大竹地区幹事と３ＲＣ
の会長・幹事による懇談会が行われました。
和やかな雰囲気の中、加藤ガバナーより多くの貴重なア
ドバイスを頂きました。

※ここまでの記事は名古屋名駅 RC のテープ起こし原稿
を清水会長ご了承の上、使用させて頂きました。
☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎９月３日（木）第９６３回例会
「名古屋中央 RAC 支援金贈呈」「会員卓話」
◎９月１０日（木）第９６４回例会 クラブフォーラム
「ロータリー研修」地区研修委員 太田達夫さん
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ニコＢＯＸ
名古屋名駅 RC 会長 清水順二さん
本日はよろしくお願い致します。
●本日はガバナー公式訪問です。加藤ガバナー、大竹
地区幹事、そして名古屋みなと RC・名古屋名駅 RC の皆
さん、本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。
岩田会長、若原幹事、安藤、有沢、恵利、藤田、後藤、
堀江、松尾、森田、成田、西川、小原、大附、田島、高山、
田中、山﨑（敬称略）
本日合計 ４２，０００円

ハイライトよねやま 185 号
（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋）
●寄付金速報
2015-16 年度最初の月となる 7 月の寄付金は約 2 億
2,400 万円、前年度に比べて 5.6％増、約 1,200
万円の増加となりました。3 年連続して 7 月の寄付額が
2 億円の大台を突破する好調な滑り出しと
なりました。寄付者の皆様に厚く御礼申し上げます。米
山記念奨学事業は、日本全地区が参加する
「多地区合同活動」であることをご理解いただき、事業の
継続と発展のため、今後ともご支援ご協
力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
●さまざまな寄付のカタチ～大学の共同研究者から～
米山記念奨学金には、いくつか特殊なプログラムがあり
ます。そのうちの一つ「海外学友会推薦奨学金」は、海外
の米山学友会が各国内で日本留学希望者を募集・選考
して推薦する制度で、各学友会の希望によって、博士号
を取得した上級研究者か、博士課程に進学予定の若手
研究者が対象となります。
現在は、台湾に 2 人、韓国と中国に 1 人ずつの推薦枠
があり、海外学友会の活性化や現地での米山記念奨学
金の認知度向上に役立っています。
漢陽女子大学教授の金容安キムヨンアンさんは、韓国
米山学友会の推薦を受けてこの奨学金に合格。昨年 7
月に来日して 1 年間、昭和女子大学で日本近代文学に
ついての研究を深めました。その間、世話クラブである
東京原宿ＲＣの例会に毎月出席して会員との交流を育
み、第 2750 地区米山奨学委員会主催の広島研修旅行
にも参加するなど、日本での見聞を広めました。奨学期
間を終えて金さんは帰国しましたが、このたび、共同研
究者の大学教授から、東京原宿ＲＣを通じて当会へご寄
付をいただきました。ご希望によりお名前の紹介は差し
控えますが、教授が同ＲＣに宛てた感謝のメッセージを
抜粋してご紹介します。
「今回の金先生の受け入れを通じ、長年留学生教育に携
わってきた者として、私自身もあらためてロータリークラ
ブの国際友愛精神に感じ入るところがありました。皆さま
から頂いたご厚情に対する御礼の気持ちとして、少額で
すが、ロータリー米山奨学会の今後の活動にお役立て
いただければ幸いに存じます。金先生は、今回与えてい
ただいた日本での研究機会を糧に、韓国における日本
文学研究・日本語教育に一層励まれ、日本と韓国の友好
にご尽力いただけるものと確信しております」

