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第 2376 回例会報告

日　　時：平成 30 年８月 22 日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　 国立白うめ RC  原田委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　  　　　　喜連元昭会長
斉　　唱：ロータリーソング「奉仕の理想」

ガバナー公式訪問

お客様の紹介　　　　　　　  国立白うめ RC　上田会長
服部陽子様　第 2750 地区　ガバナー
富澤為一様　　　　〃　　　地区幹事
安保　満様　多摩中グループ　ガバナー補佐
相田禎延様　　　　〃　　　　グループ幹事
会長報告      　　 　　　　　　　　　　  喜連元昭会長
本日はありません。
幹事報告      　　 　　　　　　　　　　  小澤崇文幹事
本日はありません。

ガバナー公式訪問・東京国立白うめ RC と合同
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●出席奨励委員会 ( 三田会員・小川会員・木島会員・近
藤会員 )　 服部ガバナー・富澤地区幹事・安保ガバナー
補佐・相田グループ幹事のご来訪心より歓迎申し上げま
す。この酷暑の中をご苦労様です。この一年ご指導賜り
ますよう宜しくお願いいたします。
●広報・IT 委員会 ( 千葉会員 )　 服部ガバナー・富澤地
区幹事・安保ガバナー補佐・相田グループ幹事、ご来訪
ありがとうございます。地区公共イメージ委員会・クラ
ブ広報支援委員会の方でも微力ながらロータリークラブ
の公共イメージ向上に尽力して参ります。今後ともご指
導の程よろしくお願いいたします。
●職業奉仕委員会 ( 佐伯会員・岡田会員・秋山会員 )　 
服部ガバナー・富澤地区幹事、お暑い中遠路お運び戴き
ましてありがとうございます。お目にかかれますことを
楽しみにしておりました。ご指導の程よろしくお願いい
たします。
●社会奉仕委員会 ( 北島清高会員・伊藤明会員・遠藤久
会員 )　本日のガバナー公式訪問、服部ガバナー・富澤
地区幹事・安保ガバナー補佐・相田グループ幹事のご来
訪大歓迎致します。国立白うめ RC の皆様、今年も行事
でご一緒になると思います。宜しくお願い致します。
● SAA 委員会 ( 寺澤会員・杉田会員・岡本正伸会員・
青木会員・佐伯会員・北島正典会員 )　 本日のガバナー
公式訪問につきまして、服部ガバナー・富澤地区幹事・
安保ガバナー補佐・相田グループ幹事のご来訪歓迎いた
します。ご指導の程よろしくお願いいたします。また国
立白うめ RC の皆様、宜しくお願い致します。
●親睦活動委員会 ( 鈴木会員・長嶋会員・川向会員・平
川会員・遠藤久会員・矢澤会員・山岡会員・二階堂会員 )　 
服部ガバナー・富澤地区幹事・安保ガバナー補佐・相田
グループ幹事のご来訪ありがとうございます。今後とも
ご指導の程よろしくお願いします。
＊ニコニコ BOX 合計 82,000 円　累計 426,000 円
出席報告　　　　　 　　   　　　　　小川出席奨励委員
　 　8 月 22 日　在籍 48 名中　出席 38 名   
　　 前々回 (8 月 8 日 )　出席率 95.23％  
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　　　  喜連元昭会長

ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　　　平川親睦活動委員
●喜連元昭会長　本日のガバナー公式訪問を心より歓迎
致します。服部陽子ガバナー・安保満ガバナー補佐、な
らびに富澤為一地区幹事・相田グループ幹事におかれま
しては、よろしくお願い致します。
●小澤崇文幹事　服部ガバナー・富澤地区幹事・安保ガ
バナー補佐・相田グループ幹事の御来会を歓迎いたしま
す。暑い中、御苦労様です。
●小澤孝造会員　服部ガバナーの御来訪を歓迎致しま
す。
●五十嵐会員　服部陽子ガバナーはじめ地区役員の皆
様、猛暑の中ご来訪下さいまして、ありがとうございま
す。心よりご歓迎申し上げます。また、白うめロータリー
クラブの皆様お世話になります。
●山口会員・岡本貞雄会員　服部ガバナー・富澤地区幹
事。安保ガバナー補佐・相田グループ幹事のご来訪を心
より歓迎いたします。
●吉野会員　本日のガバナー公式訪問、服部ガバナー・
富澤地区幹事・安保ガバナー補佐・相田グループ幹事の
来訪を歓迎いたします。本日はご苦労様です。
●村上会員・山崎会員　服部ガバナー公式訪問宜しくお
願い致します。地区役員の皆様ご苦労様です。
●遠藤常臣会員　服部ガバナー・富澤地区幹事、又安保
ガバナー補佐・相田グループ幹事の御来訪有難うござい
ます。御指導宜しくお願い致します。
●本間会員　本日は、服部ガバナーご来訪ありがとうご
ざいます。1 年間よろしくお願いします。
●喜連紘子会員　服部ガバナー・安保ガバナー補佐・富
澤地区幹事・相田グループ幹事のご来訪心より歓迎致し
ます。今後ともご指導宜しくお願い申し上げます。
●長嶋会員　先日 13 日の夕方、ゲリラ雷雨によりわが
マンションのポンプ室で誤作動による火災通報があり、
火事ではなかったのですが消防車出動の大騒ぎになり、
大変ご迷惑をお掛け致しました。大事にならずほっとし
ました。

▲ 服部ガバナーを囲んで記念写真

■服部ガバナーのプロフィール
＊ 1952 年 5 月 10 日生
＊ 1975 年 3 月上智大学英文学科卒業
＊社団法人国際日本語普及協会・教師 2010 年より理事に就　
任、現在に至る＊米山化学株式会社に入社＊学習院大学文学部日
本語日本文学科・非常勤講師＊英国マンチェスター大学・シンガ
ポール大学等海外に於ける日本語教育セミナー講師＊朝日カル
チャーセンター講師＊米山化学株式会社代表取締役社長に就任、
現在に至る
＊ 2000 年 12 月 東京広尾ロータリークラブ入会（チャーター
メンバー）＊ 2004 ｰ 05 年度 クラブ幹事＊ 2006 ｰ 07 年度 
クラブ会長＊ 2009-10 年度クラブ創立 10 周年記念実行委員
長＊ 2010-11 年度地区幹事＊ 2011-12 年度ガバナー補佐＊ 
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５年後、10 年後にも生き生きと元気であるために、今
から自分たちのクラブが何をしていく必要があるのかを
考え、それを実行していくことです。同時に世界をより
良い場所にしていくために行動することです。次年度、
この二つの旋風が 2750 地区中に巻き起ったらどんなに
素晴らしいことでしょう。
　そのためには、会員とクラブが、クラブと地区が、地
区と RI が、いつもつながっていなければなりません。　　　
次年度の地区運営は、地区内の「つながり」を大切にし
ていきます。その環境作りとして、ホームページのアプ
リケーション化や地区情報誌「ガバナー月信特別号」の
発行、会員のみなさんが交流できる機会を増やす等を実
行していきますので、どうぞ十分に活用なさってくださ
い。
■ RI 強調事項　ポリオ撲滅への支援　　　　　　　　　　　
　患者数は 1988 年 350,000 人から、20 年で激変して
います。2017 年 21 人で素晴らしいことではあるので
すが、どうしても撲滅させたい。2018 年は今までのと
ころ 12 人の患者が出ています。アフガニスタン・パキ
スタンです。ゼロにするにはマンパワーとお金が掛かり
ます。ぜひ協力をしてまいりましょう。
　世界のロータリアンと共に！
　地区目標：一人 ＄30 ➡＄144,000
■ RI 強調事項　ロータリーデーの開催　　　　　　　　　　　
　地元の人に知っていただくことが一番の目的です。そ
の活動を通じてロータリアン同士の交流を図る目的もあ
ります。内容は自由です。誰でも参加できるオープンな
ものが条件です。
　地区としては、2019 年 5 月 12 日（日）赤坂アーク
ヒルズカラヤン広場＆サントリー小ホールで開催しま
す。（コンサート・スピーチ大会・子供広場　etc..）
■地区運営の基本方針　　　　　　　　　　　
　クラブ・会員・地区の間の「つながり」を強化したい
と思っています。つながっているからお互いに影響を与
え合い、一緒に努力して何かをしようということです。　　
このつながりを強化していくことを基本に考えていま
す。まず地区を身近に感じていただく、地区のことをしっ
ていただくこととして、
●地区ホームページのアプリケーション化。　

　　２０１８－１９年度　　　　　バリー・ラシンRI会長	

　　　　　　　　 
 
　　 
　 
　　 
　イーストナッソー　 
　ロータリークラブ会員	

■ 2018 － 19 年度　バリー・ラシン RI 会長について　　　　　　　　　　　
　カリブ海のバハマ出身。イーストナッソーロータリー
クラブの会員です。
■ＲＩ会長テーマ「インスピレーションになろう」　　　　　　　　　　　
　さて、バリー・ラシン国際ロータリー会長は、年度の
テーマを「インスピレーションになろう」と発表されま
した。「変化を生み出すためにもっと何かをしよう、力
を発揮しようという意欲」を相手の心に起こさせる存在
になること、それがインスピレーションになることだと
説明されました。
　そして、より良い世界を作りたいなら、プロジェクト
計画や任務の割り振りより先に、インスピレーション（そ
れを実現したいという意欲を高めること）から始めてく
ださいと語られました。
　では、どうしたらインスピレーションになれるので
しょうか？「頑張って力を発揮しなさい」と説いても、
なかなか相手の気持ちには届きません。でも、もし困っ
ている人たちの役に立とうと一生懸命に活動している人
たちの姿を目の当たりにしたらどうでしょうか？自分も
何かできることをしなければ！という思いに駆られるの
ではないでしょうか。それこそがインスピレーションな
のでしょう。
　他者へのインスピレーションになるためには、時には
自らの行動を持って示さなければなりません。時には自
分の言葉で感動を語らなければならないのです。
　ロータリーでは最近「変化」という言葉をよく耳にし
ます。一つはロータリークラブ自体の変化が言われてい
ます。もう一つは奉仕活動により、世界をより住みやす
い場所にするための持続可能な良い変化です。今、ロー
タリークラブに与えられた課題は、それぞれのクラブが

国際ロータリー第 2750 地区　服 部 陽 子ガバナー
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　是非ダウンロードして活用をしてください。
●地区情報誌「ガバナー月信特別号」の発行。
　目の付く所において少しずつ読んでください。
●クラブを超えた同好会の支援　
　クラブで作ってものを　地区は伝えます。クラブの中
の人間関係が一番の基本ですが、プラスして交流の輪が
広がってロータリーを楽しんでいただくことにつながる
と思います。
■会員増強目標　　　　　　　　　　　
　インスピレーションになれるクラブには会員基盤が大
切だと言えると思います。東京国立 RC は 50 名を目指
すと伺いました。大事なことは今の会員の方に長くいて
いただくこと、これが何より重要なことだと思っており
ます。
■ 1905 年 2 月 23 日　ロータリーの創立　　　　　　　　　　　

　スタートは 1905 年 2 月 23 日 ｢奉仕の一世紀｣ より
会員増強と維持の必要性は始まりの時からあった 2 月に
4 人で始め、10 月には 30 名、さらに 1 年後には約 80
名に。1908 年２つ目のロータリークラブがカリフォル
ニアのサンフランシスコに誕生。1910 年全国の会員数
は約1800人に達した。その後、南アメリカ・アジア・ヨー
ロッパ・オーストラリア、アフリカでも誕生。20 年後
の 1925 年には、クラブ数はおよそ 2,000・会員数は
およそ 11 万人になっていました。
■拡大・増強の成功を支えたものは　　　　　　　　　　　
　会員は「ロータリークラブは世界のどんなクラブとも
違う素晴らしいものである」と心から信じていて、クラ
ブに満足していました。
　⇒それを友人、知人に語り入会を勧める。
　　入会した人はクラブに満足する。
　⇒それを友人、知人に語り、入会を勧める。
■ロータリークラブの会員であることで…　　　　　　　　　　　
●信頼できる良い仲間がいる。
●社会の役に立っている。
●より良い自己を目指し、互いに高め合う。

■クラブ会員基盤の強化①　　　　　　　　　　　
「クラブ戦略計画」によりクラブを元気に
●特色、個性を生かしたクラブのビジョン作成
　（会員基盤・奉仕活動・クラブ運営・親睦）
●ビジョンを実現する為の複数年度の計画の立案
●計画を実施して、数年後に目標達成
　　　　　　　　　　⬇
　魅力あるクラブへ　〈多様性・柔軟性・刷新性〉
■クラブ会員基盤の構成②　　　　　　　　　　　
多様性を配慮しての基盤強化
●職業分類による多様性　
●年代別構成の多様性  
　　　世代、経験の異なる会員間の交流
●男性会員・女性会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　⬇
　　　　　　　会員増強が展開　　
　いろいろな方々が交流し、良い影響を与え合ってこそ、
多様性の意味ができてくるものと思います。そういう会
員基盤を築くことで、ぜひ世界へのインスピレーション
になれるクラブになっていただきたいと思います。
■グアム地区大会にご出席ください。  　　　　　　　　　　

■ハンブルグ国際大会　2019 年　6 月 1 日～ 5 日
●ガバナーナイト：６月２日 19:00
　　　　　　　　　＊アトランティックカンぺンスキー　　
　皆さん参加なさって、世界中のロータリアンとご一緒
したいと思います。（パワーポイントの内容を中心に編集）　　　　　　　　

1905年2月23日　ロータリーの創立	

グアム地区大会		2019年2月22日～23日	

p デュシタニ　リゾートグアム 
p  2月22日　 17:00 会長・幹事会 
      　　　     19:00  RI会長代理晩餐会 
   2月23日　　9:00 本会議 
　　　　　　　　17:00 懇親会 
 
 
 
    
ガバナーズカップ　チャリティーウオーク 

▲ パワーポイントで地区の方針を説明する服部ガバナー


