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   　ガバナー公式訪問
　　　東京国立白うめロータリークラブと合同例会

日　　時：平成 29 年 10 月 11 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　 　　 岡本（正）委員長
開会点鐘　　　　 　　　　   　 　　　 小澤（谷）会長
斉　　唱：ロータリーソング「奉仕の理想」
お客様の紹介　　　　　　　　　　   　小澤（谷）会長
猿渡昌盛様　　第 2750 地区　ガバナー
富澤為一様　　　　〃　　　 　副幹事
村上隆秀様　　多摩中グループ　ガバナー補佐
山崎義晴様　　　　〃　　　　　グループ幹事
会長報告 　　 　　　　　　　      　    小澤（谷）会長
本日はありません。
幹事報告    　　　　　　　　　  　　　　　　寺澤幹事
本日はありません。
委員会報告　　　　　　　
本日はありません。
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　  長嶋親睦活動委員長
●小澤谷守会長　猿渡ガバナー・富澤地区副幹事には、
本日は当クラブ御訪問ありがとうございます。又、村上
ガバナー補佐・山崎グループ幹事には、多摩中グループ
代表としての活動本当に御苦労様です。公式訪問いただ
いた皆様には何とぞご自愛下さい。

●寺澤幹事　猿渡ガバナー・富澤地区副幹事、本日はお
忙しい中ご来訪賜り誠にありがとうございます。又、白
うめＲＣの皆様、本日は宜しくお願い致します。村上ガ
バナー補佐・山崎グループ幹事のご来訪歓迎致します。
●津戸会員　猿渡ガバナーの公式訪問心より歓迎いたし
ます。私、猿渡さんとは同職で祖父・父君と三代にお世
話になって居ります。
●五十嵐会員・喜連紘子会員・本間会員・遠藤直孝会員・
北島正典会員　猿渡ガバナー・富澤副幹事の御来訪心よ
り歓迎いたします。村上ガバナー補佐・山崎グループ幹
事ようこそいらっしゃいました。
●山口会員　猿渡ガバナーはじめ地区役員の皆様には、
公式訪問ご苦労様です。
●時田会員　本日は猿渡ガバナー・富澤地区副幹事、村
上ガバナー補佐・山崎グループ幹事のご来訪心より歓迎
致します。先日 8 日上野原カントリークラブにてグラ
ンドシニヤ選手権で公式戦初めてエージシュートを達成

第 2338 回例会報告

▲ガバナー公式訪問。猿渡ガバナーを囲んで記念撮影。
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「ロータリー：変化をもたらす」

することが出来ましたのでニコニコします。
●吉野会員・岡本貞雄会員　猿渡ガバナー・富澤地区副
幹事。村上ガバナー補佐・山崎グループ幹事のご来訪を
心から歓迎いたします。
●杉田会員　猿渡ガバナー・富澤地区副幹事、村上ガバ
ナー補佐・山崎グループ幹事のご来訪歓迎致します。こ
れからもご指導宜しくお願いします。
●内山会員　猿渡ガバナーには公式訪問にようこそい
らっしゃいました。歓迎致します。卓話を楽しみに拝聴
させて頂きます。
●遠藤常臣会員　猿渡ガバナー、富澤地区副幹事、村上
ガバナー補佐、山崎グループ幹事の御来訪歓迎致します。
御指導宜しくお願い致します。
●喜連元昭会員・小澤崇文会員　猿渡ガバナー・富澤地
区副幹事、ならびに村上ガバナー補佐・山崎グループ幹
事のご来幸心より歓迎致します。

●ＳＡＡ委員会 ( 岡本正伸会員・小川会員・岡田会員・
平川会員 )　猿渡ガバナー、富澤地区副幹事、村上ガバ
ナー補佐、山崎グループ幹事ようこそお越し下さいまし
た。今後ともご指導よろしくお願い致します。
●社会奉仕委員会 ( 関俊之会員・北島清高会員・遠藤久
会員・山岡会員 )　猿渡ガバナー、富澤副幹事、村上ガ
バナー補佐、山崎グループ幹事ご来会歓迎申し上げます。
●親睦活動委員会 ( 長嶋会員・鈴木会員・川向会員・本
多会員・三田会員・矢澤会員 )　猿渡ガバナーと富澤副
幹事・村上ガバナー補佐・山崎グループ幹事、ご訪問歓
迎いたします。
☀ニコニコ BOX  合計 77,000 円　累計 493,000 円　
出席報告　　　　　 　　 　    　時田出席奨励副委員長
　 　10 月 11 日　在籍 49 名中　出席 38 名  
　 　前々回 (9 月 27 日 )　出席率　100％ 
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　    　　 小澤 ( 谷 ) 会長

国際ロータリー第 2750 地区 猿渡昌盛ガバナー

■はじめに
  きようは東京国立ロータリークラブに公式訪問し、小
澤会長ともいろいろお話をさせていただきました。
　そして、きょうは目の前に大先輩の谷保天満宮の津戸
宮司がいらっしゃいますので、とても緊張しております。
よろしくお願い申し上げます。
　まずもって、地区の方から御礼を申し上げます。国立
RC からは村上ガバナー補佐と山崎グループ幹事、千葉
さんには公共イメージ（広報）に出向させていただいて
おります。
　本年度の地区の委員会の目標としまして、今まで地区
はクラブの上にある存在でしたが、それは違うように思
いました。ロータリーの基本は会員でありクラブである
ので、各クラブの事業を下から支えるために地区が存在
しています。財団委員会では専門の２人の委員を配して、
各クラブからの申請の書類がスムーズに許可されるよう
に頑張っております。
■自己紹介
　私の出身は東京武蔵府中 RC（多摩東 グループ）です。
1988 年６月に創立し、来年度が創立 30 周年です。会
員数は４７名（女性会員２名）です。主な奉仕活動は『家

族で考えるゴミ問題』です。また、30 周年を記念して
駅前に時計を寄贈しました。
　私はご承知の通り大國魂神社の宮司でありまして、「国
際化」ということには全く無縁で、未だに社務日誌は毛
筆で書いております。また、伝統文化を守る立場ですの
で、IT や国際化には縁遠い環境でありますが、ロータ
リークラブという国際的な奉仕団体の役を務めるという
ことは、自分としては大変面映ゆいところがあります。
■ガバナーの役割
　ガバナーの役割は、RI 会長の方針を伝えることが仕
事です。まず、サンディエゴへ行きましてイアン・ライ

武蔵総社　大國魂神社　例大祭　くらやみ祭
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ズリー会長からいろいろ指示を受けます。本会議は広い
会場で開催されますが、分科会では結論は出ませんが、
それぞれのテーマに沿って意見交換をします。
　この中で、『ロータリーが世界で認知、認識されるに
はどうしたらよいのか』ということについて話し合った
時に、『ポリオ撲滅の実績でノーベル賞を受賞するのが
いちばん』という意見が出ましたが、こんなことを話し
合ってまいりました。
■ RI のテーマ

　今年度、イアン・ライズリー会長のテーマは「ロータ
リー : 変化をもたらす」です。バッジの意味ですが、会
長の自宅にはたくさんの草花を育てていらっしゃるそう
で、その草花の１本１本の花の色、そして緑はユーカリ
の葉の色を象徴したものだそうです。
 『 変 化 を も た ら す 』 は 英 語 で『MAKING A 
DIFFERENCE』です。『CHANGE』と『DIFFERENCE』
は違いまして、CHANGE は取り替えてしまうことです
が、DIFFERENCE は『違いを見つめあって、新しいロー
タリーの価値観を発見すること』だと私たちは学んでき
ました。
■ロータリーはなんですか？
　イアン・ライズリー会長も一言で云うのは難しいが、

「何をしているのかで」定義される。すなわち「ロータリー
が私たちに与えてくれる可能性、そして、その可能性を
有意義かつ持続可能な奉仕により実現する方法によって
定義される」とおっしゃっています。

イアン・ライズリー RI 会長ご夫妻と…

■何故ロータリーに入会すべきか？
　ポールハリスは 1905 年に、シカゴで友達４人と公
平な商取引を目指して、自分たちの事務所で会合を重ね
ます。持ち回りでそれらの事務所を回りますので「ロー
タリー」　ということになったことは皆さまご承知の通
りです。
１、友情
２、個人的な成長
３、ビジネスの発展
４、世界に変化をもたらす
　ロータリーに変化をもたらすことによって、若い方々
に入会を促すことができます。例えば「スマホ」ですが、
ガラケイから始まり、この 10 年で著しい技術進歩を遂
げたのに対し、ロータリーはなんの進歩もしていないの
はおかしい。時代に取り残されないようにしようと、イ
アン・ライズリー会長はおっしゃっています。
■世界を変える行動
　人道補助金 ( グローバル・地区 ) を使って、みんなに
感謝される事業を展開しましょう。またその事業は持続
可能なものでなくてはなりません。アメリカに「魚を与
えないで、魚の釣り方を教える」という格言があります
が、「魚を与えないで魚の釣り方を教える事業」を展開
しましょうと会長はおっしゃいます。
　また、地球環境のために　明年４月 22 日のアース
デーまでに、会員１人１本の木を植えましょうとおっ

▲ガバナー就任を記念して桜の木を奉納植樹しました。

▲４月 22 日までに会員１人１本の木をうえましょう。
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しゃっていました。
■ My Rotary への登録
  イアン・ライズリー会長から、会員の皆様にぜひ伝え
てほしいということに「マイ・ロータリーの登録」があ
りました。My Rotary に登録されていない方々には、是
非 My Rotary に登録してください。
　RI の方針や、地区の活動状況、何よりも自クラブの活
動状況が把握できるのでとても便利です。

■ RI の強調事項
①ポリオ撲滅の達成   
②会員増強
③柔軟性のあるクラブ   
④ロータリーの未来を担う若者たちの育成
●ポリオ撲滅の達成
　ポリオ撲滅にロータリー全力で立ち向かってきまし
た。「今年度は撲滅できるのではと」期待しておりまし
たが、残念ながらシリア（22 件）、コンゴ（４件）で発
症してしまいました。まだまだ撲滅には時間が必要のよ
うですので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
ポリオ	 国	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

1～12	 1～12	 1～12	 1～12	 ～10/1	

常在国	
パキスタン	 93	 306	 52	 20	 4	
アフガニスタン	 14	 28	 19	 13	 ６	
ナイジェリア	 53	 6	 0	 4	 0	

常在国以外	

赤道ギニア	 0	 5	 0	 0	 0	
イラク	 0	 2	 0	 0	 0	
カメルーン	 4	 5	 0	 0	 0	
シリア	 35	 1	 0	 0	 0	
エチオピア	 9	 1	 0	 0	 0	
ソマリア	 194	 5	 0	 0	 0	
ケニア	 14	 0	 0	 0	 0	

世界合計	 416	 359	 71	 37	 10	

日本のポリオ患者数の推移
1947 年から根絶まで。

↖北海道でポリオ大流行
　ポリオ生ワクチン（OPV）の緊急輸入
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1980 年代以降のポリオ症例は
すべてワクチン関連麻痺症例

●会員増強
　会員の高齢化はどこのクラブでも課題になっておりま
す。若い人の入会を促進してください。また、女性会員
が 10％になるように努力してください。
　創立者のポール・ハリスは、私たちのイメージでは「頭
の禿げたおじさん」ですが、彼がロータリーを創立した
時の年齢は 36 歳なんです。
　私も歴史に残る人たちの年齢を調べてみました。
＊ 15 代将軍・徳川慶喜が大政奉還した時の年齢が 31 歳。
＊大政奉還した時代に活躍した人たちの年齢。坂本竜馬
31 歳 、西郷隆盛 39 歳、大久保利通 37 歳、勝　海舟　　　 
45 歳。大老・井伊直弼の桜田門外の変 45 歳など、日本
の歴史をつくった人々は若かったので、ロータリーも若
い方々に入会を促し、会員増強に繋げていただきたいと
思います。
●柔軟性のあるクラブ運営
　ウエブによる例会出席が可能になり、退会者が減少し
たクラブもたくさんあります。観劇やゴルフ大会。美味
しいレストランでの例会も考えていただき、柔軟性のあ
るクラブ運営をしてください。
●ロータリーの未来を担う若者たちの育成
　インターアクトクラブやローターアクトクラブの育成
はご承知の通りです。青少年交換留学生は今年度は８名
を選びました。
　また、平和フェローですが、これは ICU（国際基督教
大学）に毎年７〜８名が来日して学んでいます。発表の
チャンスもありますので卓話にも呼んでいただき、それ
を機に支援の輪を広げてください。
●地区の重点目標
①クラブと地区チームの連携を密にする。
②奉仕の実践と歴史、市民意識等を研究する。
③地区活動の取り組みに「戦略計画」を立てる。
④ 20 年東京オリンピック・パラリンピックを支援する。
⑤クラブの情報交流を深め、基盤維持を支援する。
⑥公共イメージ向上と広報活動を積極的に推進する。
　このうち⑥の例では、毎月発行されていているロータ
リーの友（１冊 216 円）。これを何冊か余分に購入して、
市民が集まる場所に置いて読んでいただく。このことに
よって、ロータリーの奉仕活動を理解し入会された例も
あります。
　最後に、ロータリー財団への支援は前年度より 10％
アップを目標にしています。米山記念奨学金は特別寄付
+ 普通寄付＝１億円。会員１人あたり２万円です。よろ
しくご協力のほどお願いいたします。
　ご清聴ありがとうございました。

▲ My Rotary には情報が満載です。


