2018-19

「ふるさとを見直し、活かそう」

インスピレーションになろう
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第2227回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 金子 靖二 会長

本日は上林直樹ガバナー、伊藤吉明ガ
バナー補佐をお迎えしてのガバナー公式
訪問例会です。後ほどいろいろとご指導
をいただきたいと思います。皆様とこの
例 会場でお 会いするのは、ほぼ一か月、
久しぶりと思うのが実感です。
さて、恒例のALSチャリティゴルフコ
ン ペ が8月15日 に 第23回 大 会 として、
58名の参加者で開催され、酷暑のなか全員ラウンド出来まし
た。チャリティ基金の贈呈式は9月4日の例会日に予定してお

熊谷

昌和 幹事

先週金曜日は、多くの皆様に新庄祭り例会に参加していただき、誠
にありがとうございました。山形を見直す良いきっかけになったのでは
ないでしょうか。また、本日は上林ガバナー様、ようこそ山形南ロータ
リークラブにおいで下さいました。ありがとうございます。それでは、
幹事報告を2件させていただきます。
１．明日、大久保ガバナーエレクトをはじめとする武田和夫さん・中村
篤さん・石山祐介さん・青山治右衛門さん・佐藤直人さん・鈴木政
康さん・熊谷の計8名が中津RC訪問に行って参ります。朝、遅れな
いよう山形空港に集合してください。
２．9月18日の例会はファイヤーサイド芋煮会例会です。堀さんの蔵
王つるやホテルにての移動例会となります。宿泊も可です。9月11日
までお待ちしていますので、多くの会員の参加をお願い致します。
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：鈴木 正則 君
ロータリーソング：
「山形南 RC の歌」

― ガバナー公式訪問例会 ―
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り、地区補助金活用のリクライニング車椅子贈呈の披露も併
せて行います。また、8月24日の移動例会「新庄まつり山車
行列観 覧」に26名の 参加者で行って参りました。宵祭り20
台山車行列の壮観さ、そして盛り上がりは想像以上でした。こ
の光景などを参加出来なかった会員の皆様に伝え分かち合い、
ふるさとのため活かして貰いたいと思います。最後になります
が、本日２名の新入会員へのバッチ贈呈を行います。ガバナー
御同席での本日本当にタイムリーです。後ほどのガバナー講話
を楽しみにしておりますので、よろしくお願い致します。本日
はありがとうございました。

委員会報告
親睦活動委員会 間木野仁美 君
8月の誕生日は、奥村健二君、高梨和夫君、
武田秀則君、稲村佳宏君、鉄 浩二君、武田
寿美男君、石山祐介君の７名です。おめでと
うございます。
ニコニコBOX 浅野 裕幸 君
金子 靖二君 上林ガバナー、伊藤ガバナー補佐、本日はようこそい
らっしゃいませ。
大久保章宏君 表彰ありがとうございました。明日から中津RCに参ります。
鈴木 政康君 ロータリー財団マルチプル表彰ありがとうございまし
た。長男の一周忌がおわりました。
武田寿美男君 誕生祝ありがとうございました。
稲村 佳宏君 誕生祝ありがとうございました。
石山 祐介君 誕生祝ありがとうございました。妻の誕生日にお花あ
りがとうございました。
鉄 浩二君
誕生祝ありがとうございました。
武田 秀則君 誕生祝ありがとうございました。
齋藤 伸治君 間木野さんのお子さんが7日から勤めることになりました。
佐藤 直人君 新庄まつり行かせていただきました。親睦の方ご苦労
様でした。
間木野仁美君 齋藤さんの所に二女が7日からお勤めしています。
宮館 順治君 妻の誕生日にお花が届きました。ありがとうございました。
熊谷 昌和君 上林ガバナー、伊藤ガバナー補佐、小松様遠いところ
ありがとうございました。
浅野 裕幸君 24日は移動例会にもかかわらず、たくさんのニコニ
コありがとうございました。
伊藤 吉明ガバナー補佐

ガバナー公式訪問卓話

ガバナー公式訪問
国際ロータリー第2800地区
2018−19年度ガバナー
１．地区出向者へのクラブに対しての御礼
２．ガバナー第１の役割は、RI（国際ロータリー）が意 思決
定する訳ではなく、あくまでもクラブヘの支援サポートであ
ります。
３．各ロータリークラブは、メンバーの意思と活動の自主性
の上で成り立っており最高決議機関は理事会です。
４．RI会長のメッセージ
①今年度は、石黒RI理事と私ガバナーが唯一RI（国際ロー
タリー）からの回し者です。
②RIバリー・ラシン会長のテーマ “BE THE INSPIRATION”
「インスピレーションになろう」の意味は、インスピレー
ションのインスパイアーというのは、イン+スパイアーで、
スパイアーはラテン語で「息」という意味で、
「息」は「精神」
「魂」に通じ、
「息を吹き込むこと」が元々の意味であり、
「精
神を入れる」から「鼓舞する」
「励ます」となっており従っ
てインスピレーションは『人の心に火をつけるリーダーに
なろう』、
『ロータリアンの心を奮い立たせよう』
『モチベー
ションを高めるリーダーになろう』という存在でいろ！と
いう意味だと思います。
５、基本理念「ロータリーの原点に戻ろう！」
BACK TO BASICS
●私たちの人生の価値は、どれほど得たかではなく、どれ
ほど与えたかによって判断されます。
●ロータリーバッヂを付けた瞬間から世界の方々とロータリ
アンとして、世のため、人のために奉仕することを約束し
たのです。もう一度しっかり頭にインプットしてください。
●ロータリークラブが「世界の模倣になる奉仕団体」と言
われる所以は、世界の120万人の同志が様々な問題に取
り組み、地域で、日本で世界でロータリー活動を必要と
している人達に、より良い環境を提供しているからだと思
います。
６、基本方針「パフォーマー」（表現活動者）になろう！
ロータリーの例会の１時間、それは皆さんの息抜きの時
間かもしれません。業務の為に緊張した心も体もリラック
スします。競争者のいない世界、警戒心を必要としない親
睦から奉仕が生まれる過程であり、ロータリーの本質では
ないかと思います。
また地域の人 達がロータリークラブの名前は知っている
が、どういう活動を行っているか、ほとんどの人が知らない
と思います。
地区の補助金のエントリーを見ても、各クラブで素晴ら
しい社会奉仕活動を行っております。これにメディアをから

本日出席・前回修正出席
本
日
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会員総数
５７名
５６名

出席義務会員数
５２名

出席会員数
４４名
５１名

他 ク ラ ブ で （米山記念奨学会）武田 和夫
区）武田 和夫 鈴木 政康
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※本日の結果は２週間後に報告
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算出会員数とは? 出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
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ませてアピールすべきだと思います。
それが延いては「ロータリーのイメージ向上」に繋がる
ものと確信しています。
どうも日本のロータリアンは「謙譲の美徳」で奥ゆかしく、
おとなしすぎると思います。もっともっと自分たちの行動を
アピールすべきではないかなと思います。
世 界遺 産 の あ る ペル ー のマチュピチュの入 口に大きな
ロータリークラブのマークがあります。
「例会の持ち方について」
ロータリークラブは、１業種１名とされておりメンバーに
は色々な業種の方がいますので、例会でメンバーの業界の
話や、例えば１人15分位お話を聞くことが他のメンバーに
は大変新鮮であると思います。また移動例会を行い、メン
バーの企業に訪問をし、社訓、社是などを知ることで勉強
になると思います。メンバーを他のお客様に紹介もできる
と思います。
「会員増強」について
田中角栄氏の有名な言葉に「政治は数、数は力、力は金」
ロータリークラブでも組織を維持するには数が絶対数必要
であると思います。たしかに、会員が減ってきた一番の理
由は経済的な理由だと思いますが、常に若い新入会員を入
れる必要があると思います。入会させたい知人の会社へ何
度も入会してもらうべく訪問しますが、いっそのこと、お昼
の例会時にオブザーバーとして、食事代は自分が払うので
参加してもらった方が良いと思います。あとは、いかにパ
ワーを入れて口説くかだと思います。
「ポリオ撲滅運動」
サンディエゴの研修会の入口の横にガラスのドームケース
の中に皮製の腕や足を縛るものがあり聞いたところ、あれは
ポリオにかかった子供が入り、一生出られないケースだと言
われ、大変なショックを受けました。「ポリオ撲滅運動」を新
ためてロータリークラブのすばらしさを再認識しました。
「地区大会のご案内」
10月20日、21日酒田で行われる地区大会へできる限り
参加をお頴いしたい。講師にアルピニストの野口健さんを
お願いしており、先の大 東亜戦争での戦没者の遺骨収 集、
戦争の悲惨さの教育問題、又、バリー・ラシンRI会長の出
身地であるバハマ諸島、海抜ｌmで2100年には水位が２m
程上がり自分の国がなくなるなどの環境問題の３つのテー
マで講演していただく予定です。
素晴らしい地区大会を予定しておりますので、是非ご参
加ください。

◇９月 の 記 念 日 ◇
会員誕生日

鈴木 正則
谷口 義洋
結婚記念日 鈴木 崇弘
土田 貴英
奥様誕生日 金子 靖二
矢尾板信孝
企業創立記念日 茨木 寛司
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