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本日のお客様 

国際ロータリー第 2790 地区 

2008－09 年度ガバナー 

﨑山 征雄 様 

2008－09 年度第 3 分区 A ガバナー補佐 

川島 教昭 様 

2008－09 年度地区幹事長 

宮本 博之 様 

 

若潮 RC 加藤会長と千葉東 RC 曽我会長の点鐘 

 

川島教昭ガバナー補佐 

 

会長挨拶       曽我 浩 会長 

 本日は、﨑山ガバナー、川島ガバナー補佐、

宮本幹事長を迎え有意義なガバナー訪問を受け

ることが出来ました。 

ガバナーの指導を受ける中でガバナーが非常

に柔軟性のある考えを持っておられる方である

ことがわかり、大変心強く思いました。 

ロータリーとして変えてはいけないことと、

時代の変化に対応していかなければならないこ

とがあることがわかり大変勉強になりました。 

当クラブとしては環境問題を重点に各委員長

の責任を明確に取り組んで生きたいと思います。

この問題を取り組むために会員増強、退会者ゼ

ロを目指すと共に出席率向上のため努力してい

きたいと思います。 

幸い優秀な幹事を配置していただきましたの

で、全員で「夢をかたちに」の旗の下全力を挙

げて諸課題に取り組んでいきたいと思います。 
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〘ガバナー卓話〙 

 

千葉若潮 RC・千葉東 RC 合同公式訪問 挨拶 

ガバナー 﨑山征雄 

最初に、6 月 5 日にご逝去されました「小山 篤」

様ご冥福をお祈りいたします。 

川島ＡＧ、加藤会長、曾我会長、はじめ皆様には、

７日のＲＩ会長合同会議に引続きご協力ありがと

うございます。おかげさまで 2,008-09 年度世界で

第一回目の会長主催会議が日本全国より1,200名の

ﾛｰﾀﾘｱﾝを集め開催できました。そのうちの 120 名が

2790 地区からの参加でした。本年度、小沢ＲＩ理事

も大変感謝いたしておりました。 

本日は千葉若潮 RC・千葉東 RC の合同公式訪問です。

昨年度の白鳥ＰＧは合同公式訪問の 

成果をクラブ間の長所が良く見え情報の共有化も

進みクラブの活性化に資するものが多かく非常に

良かったと強調しておられました。合同公式訪問の

実施は 2001‐02 年鈴木ＰＧが、ＡＧ制度導入と同

時に、ＤＬＰの理念により推奨され始まったもので

あります。その後、様々な要因で、クラブのメンバ

ー数の減少が著しい中、クラブ活性化を目的とした

ＣＬＰの導入などの推進がはかられ、合同公式訪問

の有効性が確認されたわけであります。ただ合同方

式が良いのか、単独方式が良いのかは時代の変化と

共に推移するものであり、10 年後にどうなるのかは、

その時の世界的な状況の中で判断し、決まるものと

考えます。現在ＲＣの世界的な環境は間違いなく大

きく変化、変革、前進しております。我々も黙って

見ていて、恐竜、シーラカンスの仲間入りをして滅

びるのではなく、大胆に挑戦するべきと考えます。

ただロータリーは変化すればよいというものでは

ありません。変えてはいけない物も多くあります。

ロータリーの原点をふまえて我々は判断し、改革す

べきものは改革し、守るべきものは守る姿勢を明確

にする必要があります。そのためにも今一番大事な

ことは、我々は広く地区内外のリソースの共有化の

推進をする必要があります。今日本のガバナー34 人

で独自のＭＬ（ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ）を作り運営しています。

そのなかでガバナー同士の率直な意見交換、情報交

換を進めています。2790 地区ではクラブ会長専用の

ＭＬを作成いたしました。その活用が活発になり、

地区内クラブのリソースの共有化が進み、クラブエ

ネルギーが高まり、真の友情と増強を広く地区内で

達成できる事を信じています。さてロータリーの本

質とは何でしょう。私は今「ＲＣの心と原点を大事

に」とお願いしております。原点とはいうまでもな

く四大奉仕です。まずクラブサーヴィス、これは実

に出席そのものです。クラブに出席する。委員会に、

親睦会に、地区委員会に、国際大会に広く内外のロ

ータリー行事に出席し、そこから広く情報を共有し

多くの友人を集め、増強を推進する。これが本質で

す。次に職業（ボケーショナル）サーヴィス、自分

自身の職業を限りない倫理観を持って、全うする、

そして仲間の職業にサーヴィスする。世の中の職業

すべてに倫理観を持って接する。これが全うできれ

ば、自然とそこから社会奉仕、国際奉仕の理念が生

まれます。現在世界中に展開しているポリオプラス、

などなどです。これがロータリーのボランティアな

のです。次にＣＬＰについての考え方ですが、現在

ＲＩは積極的に推し進めています。その目的は世界

のＲＣの活性化です。 その為、2007 年度標準クラ

ブ定款、細則が大幅に変更されました。どうか内容

を皆様でよく読み、討論し、検討し、より良いクラ

ブ細則を作ってください。 

本年度、李東建（D.K.Lee）RI 会長のテーマは”Make 

Dreams Real”：夢をかたちに、と決められました。

ＲI の強調事項である水、保健と飢餓救済、識字率

の問題、そしてポリオの絶滅へ向けての取り組みの

強化と、今５才児未満の児童が世界的に１日３万人

も死亡している事実に対して、その死亡率を減少さ
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せることができる事業に光をあてて強力に推進し

てくださいとお願いをいたしました。今年度 2790

地区ではロータリーは「親しい友人の集まりであ

る」という、心と原点を大切に、「日本人の和の心、

そ れ を 支 え る 武 士 道 精 神 」 で ”Make Dreams 

Real”：夢をかたちに、したいものと提言いたしま

す。武士道精神とは古来、日本人の心の中にある倫

理道、己に恥じず、弱く小さなものを守り、大きく

強きものに立ち向かう。美しく生き、美しく死ぬと

いう、西洋の騎士道と相通ずるもので、その中には、

武士たるもの,騎士たるものの身分の者には、ノー

ブレス・オブリージェという「武人の掟」ロータリ

アンと同じボランティア・スピリットがごく当たり

前に存在するのです。そして奉仕の心でロータリー

スピリットをより深く浸透させ、ロータリーの基礎

にサーヴィスをすえた、アーサー・フレデリック・

シェルドンの提唱した幸福の三角形（彼の墓に掘り

込まれている）その三角形の左辺は愛情であり友情

でありサーヴィスの心、思いやりの心は友人からの

愛情につながります。右辺は良心であり自分を尊敬

するプライド、サーヴィスとは相手を思いやり、相

手の為になる行為をする事で他人からの尊敬をも

得られます。そして下辺にお金がきます。これは物

質的繁栄です。サーヴィスの精神は長い目で見れば

事業を繁栄させ、相手を思いやり、相手の為になる

行為をする皆に収入が増える。これがロータリーの

真髄、考え方です。そして三角形の中心に「幸せ」

「仕合せ」が形成されるのです。幸せになったなら、

その手に余る幸せを周囲の不幸せな人々に分かち

与えるこれが真のロータリーボランティアであり

サーヴィスの理念であります。すこし横道にそれま

すがロータリアンの皆様は地域で成功した実業家

でいらっしゃいます。個人的な欲求の旺盛な方々で

す。このような意欲的な皆様こそ公共心、奉仕の精

神が本来旺盛なのです。そこで皆様の善意を成長さ

せ、実行の機会を提供するのがロータリーと考えま

す。 

「善意」とはなんでしょう？善意とは人間同士の

思いやりの気持ちで、その反対は｢悪意｣となります

が、むしろ「利己心」というべきでしょうか、では

利己心とは何か、それは自己保存の本能とつながり、

人間の生命線であります。生存競争に打ち勝って生

き残るにはこの利己的欲望が強い必要があります。

しかし人間は社会的動物ですから1人ではできませ

ん。このため生まれるつながり関係がいわゆる縦割

りの人間関係です。即ち親分―子分、先輩―後輩、

上司―部下、雇い主と使用人の関係です。生活その

ものに直結した縦の関係は極めて強靭ですが、人間

関係には横の関係があります。隣人愛、友情、など

の仲間意識です。悲しみ、喜びを友と分かち合う、

困る人々を見ると助けてあげたいという気持ち、こ

の横のつながりの絆をなすものが｢善意｣なのです。

縦割りの社会は厳し、すさんだものです。横のつな

がりの存在によって初めて心が和み、平和な生活が

できる温かな社会をつくる事ができるのです。織物

にたとえれば利己心は縦の糸、善意が横の糸。縦糸

がしっかりしていなければ丈夫な織物はできませ

ん。しかしそこへ適当な横糸を織り込む事によって、

布の温かさも模様の美しさも織り出されるのです。

この調和を生み出すのがロータリーの目的なので

す。どうか温かく、美しい、やさしい社会を、2008

年 6月に国際大会がロスアンゼルスで盛大に開催さ

れました。大会登録者数 18,150 名、前年度ソルト

レイクシティー大会 15,439 名、一昨年のコペンハ

ーゲン大会 14,807 名、より参加者が増えました。

ちなみに 2005 年の 100 周年のシカゴ大会は 

39,460 名、2004 年の大阪大会は 43343,381 名でし

た。2009 年 100 回記念大会はイギリス、バーミンガ

ムで開催されます。RI は記念すべき１００回記念国

際大を全会員の 5％、60,000 名で祝おうを目標に掲

げています。 

● 2008 年大会の主要国、国別登録者数は 

1 位 アメリカ   7,902 名（376,926 名） 

2 位 日  本   1,436 名（97,733 名） 

3 位 インド     899 名（98,191 名） 

4 位 フィリッピン  804 名（20,271 名） 

5 位 韓  国    423 名（56,941 名) 

6 位 台  湾    397 名（18,452 名） 

でした。( )内はロータリアンの総数です。 

実に 18,150名の参加者が 15日の開会式から 18日

の閉会式まで、ロスアンゼルス・コンベンションセ

ンターで連日熱心に全員参加の本会議に、参加討論
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型の分科会に参加し、熱気あふれる質疑討論する姿

はとても世界的な減少傾向と言われる元気のない

ロータリーとは全く異なる、エネルギーに満ちあふ

れる姿でした。1,436 名の日本人は 15 日朝の日本人

朝食会に集合、2008－09 李東建（D.K.Lee）RI 会長、

2007－08 ウイルフリッドＪ・ウイルキンソンＲＩ会

長、そしてウイリアムＢボイド元ＲＩ会長ほか小

沢・渡辺ＲＩ理事の多くの皆様と共に今年度のテー

マ、強調事項を再確認しながらの朝食会でした。 

さて以上の数字から皆様なにを読み取りますでし

ょうか、 

「数は力なり、質は強さなりといいます」日本人

の本質は好奇心にみちあふれ、あくまでも外に対す

るエネルギーに満ち満ちています。もっともっとロ

ータアリー活動を楽しみ、クラブサーヴィスを充実

させ、ボケーショナル（天職の事です）サーヴィス

（職業奉仕）を徹底させることにより国際奉仕、社

会奉仕に素晴らしい活動ができると信じています。

そして、RI 財団へ、米山記念奨学金へ皆様のボケー

ショナルサーヴィスの汗の一滴一滴を注いでくだ

さい。２００９年６月迄には 10％の友人を増やす努

力をお願いいたします。 

最後にご紹介したいのは、武士道の道徳的高さが

「大和魂」と表現する素晴らしい歴史そのものです。  

本居宣長 「敷島の大和心を人問わば 朝日に匂

う山桜花」 

吉田松陰 「かくすれば かくなるものと 知り

ながら やむにやまれぬ 大和魂」 

これぞ武士道、大和魂・・頑張りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 
７月２４日 第７７７回例会 

 
曽我会員 﨑山ガバナー、宮本幹事長、川島ガバナ

ー補佐 今年度よろしくお願いします。 
加藤会員 﨑山ガバナー、宮本幹事長、川島ガバナ

ー補佐 ご苦労様です。 
吉田会員 﨑山ガバナー、宮本幹事長、川島ガバナ

ー補佐 本日は本当にありがとうございました。 
飯田会員 メッセージ無し 
千田会員 ガバナー訪問ご苦労様でした。ありがと

うございます。一年間よろしくお願い致します。 
辻 会員 ガバナー訪問ありがとうございました。 
李 会員 メッセージ 

合 計 ３０,０００円 

累 計 ￥  ￥１５６，３５８円 


