
第193９回例会 2016年8月９日（火）(天候) 晴れ №６ 

点鐘 

開会 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介  

ゲスト・スピーカー 

 第 2780地区ガバナー   佐野英之 様 

  〃 第 3Ｇｒガバナー補佐 田島透 様 

ビジター  なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-   

・本日は、お待ちかねのガバナー公式訪問日で 

す。例会後もガバナーとの懇談会があります

ので、皆さんよろしくお願いします。 

 例会でも30分間の卓話もお願いしておりま 

す。本日はよろしくお願い致します。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・地区から、地区大会のお知らせが届いており 

 ます。ご協力お願い致します。 

・第 3グループの合同親睦会が今夜開催されま

す。第3グループの親睦委員長が集まって第

3グループとして今年どういう事を行ってい

くか、を話し合います。当東クラブから水川

親睦委員長が出席します。 

・来週8/16（火）は休会となっております。 

・8/2２（月）は花火大会です。移動例会で、

18:00から、場所は江の島のアイランドスパ

で行います。皆様ふるってご参加願います。 

・例会終わった後に、ガバナーとの質疑応答な

どを行いますので、皆さんご出席の方、よろ

しくお願い致します。 

・本日は「全員スマイル」を頂いており、その

他にも後程スマイル委員長紹介のスマイルも 

合わせて頂いております。本当にたくさんのスマ 

イルをありがとうございます。 

-委員会報告- 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

・水川親睦委員長より、8/22（月）の花火大会の

チラシがやっと出来上がりましたので、本日皆さ

んにお配りさせて頂きます。本日御欠席の方には

ＦＡＸやメール等で御連絡差し上げます。先週も

出席の確認をさせて頂きましたが、最終的な人数

の確認は私の方からお電話等でさせて頂きます。 

 よろしくお願い致します。 

・9/13ロータリーの夕べの方を、進めている中で

ゲストを探しています。3年前位のロータリーの

夕べで横須賀ロータリークラブの関係者の方で

ギターの弾き語りを行った方をご存知の方は御

連絡をお願いします。よろしくお願い致します。 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 配偶者誕生日 なし 

佐野英之ガバナー 

お誕生日おめでとうございます！

-卓話- 

「地区方針」第2780地区ガバナー 佐野英之様 

点鐘 

閉会出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

７月２６日 ３５（３２） ２２  ７ ６８.７５  １ ７１.８７  

８月 ９日 ３４（３０） ２１  ７ ７０.００   
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-スマイル- 

【ガバナー 佐野英之 様】 

本日は公式訪問に来ました。酷暑の中、体調維持

に大変ですが、皆様頑張っていきましょう。 

本日は宜しく御願い申し上げます。 

【ガバナー補佐 田島透 様】 

藤沢東クラブの皆様いつもご協力ありがとうご

ざいます。本日はガバナー公式訪問に補佐として

伺いました。この公式訪問が貴クラブの今後の発

展に役立ちますようご祈願申し上げます。 

【石田能治 会長】 

佐野ガバナー、ようこそ、お出で下さいました。

本日のお話、楽しみにしております。 

【林葉之 幹事】 

第 2780地区佐野ガバナー、ようこそ！！ 

本日は、どうぞ宜しくお願い致します。 

【加藤信忠 会員】 

佐野ガバナー、田島ガバナー補佐、いらっしゃい。

今年度も頑張ります。宜しくご指導下さい。 

【石井博 会員】 

2780地区 佐野英之ガバナー、暑さきびしい折、

公式訪問こられまして、よろしくご指導をお願い

いたします。 

【本田昌子 会員】 

佐野ガバナー、田島ガバナー補佐ようこそ お越

し下さいました。ご指導の程よろしくお願い致し

ます。 

【鈴木利雄 会員】 

佐野ガバナー、ご苦労様です。よろしくご指導の

程お願い申し上げます。 

【入澤初子 会員】 

佐野ガバナー、ようこそおいで下さいました。 

【土屋善敬 会員】 

佐野ガバナー、田島ＡＧ、暑い中をありがとうご

ざいます。 

【鈴木和夫 会員】 

佐野英之ガバナー、田島透ガバナー補佐、いらっ

しゃいませ。エール大学チャリティコンサート、

お忙しい中ありがとうございました。無事終了 

致しました。 

【田中繁 会員】 

佐野ガバナー、本日御指導よろしくお願いしま

す。田島ＡＧ御苦労様です。２時に平塚で入札が

ありますので、大変申し訳ありませんが早退させ

て頂きます。 

【大久保正晴 会員】 

ガバナー、お暑い所を申し訳ありません。本日は

よろしくお願い致します。 

【山口俊明 会員】 

佐野英之ガバナー、本日は御指導よろくお願い致

します。 

【吉田新一 会員】 

佐野ガバナー、田島ガバナー補佐、本日はようこ

そいらっしゃいました。宜しくご指導の程、お願

い致します。 

【竹澤禎浩 会員】 

佐野ガバナー、田島ＡＧ、ようこそお越し下さい

ました。本日はよろしくお願い致します。 

【村木薫 会員】 

佐野ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

【大坪加寿子 会員】 

佐野ガバナー、田島ガバナー補佐、本日はようこ

そおいで下さいました。 

-特別スマイル- 

さらに頂きました。ありがとうございます。 

誕生日お祝いに対するスマイル  

【ガバナー 佐野英之 様】 

突然の誕生祝いを頂だいしまして大変ありがと

う御座居ます。年は取りたくないですが、自然と

来てしまいますので・・・。 

ありがとう御座居ました。 

ガバナーお誕生日おめでとうございます！ 



佐野英之ガバナーの紹介 

 第 3グループガバナー補佐 田島透 様 

本日は、ガバナー公式訪問ということで、佐野

英之ガバナーの略歴を皆さんにご紹介したい

と思います。詳しいことは7月号のガバナー月

信に記載されておりますのでお読みになった

方もいらっしゃるかと思います。 

佐野ガバナーは秦野ロータリークラブ所属

であります。昭和18年 8月 12日生まれで、

本日、お誕生会をして頂きましたが今週の金曜

日が誕生日にあたります。職業分類は酒造醸造

業。 

㈲金井酒造店代表取締役。慶応大学法学部政治

学科を卒業されて、1983年に秦野ＲＣ入会し

ました。その後、ガバナー補佐、ＧＳＥ団長等々

多くの委員長を歴任されております。メジャー

ドナー。ＰＨＳ、米山功労者（5）。地元にお

いても商工会議所副会頭、酒造組合副理事長な

ど多くのいろいろな役職を歴任されておりま

す。 

ガバナーのお仕事についての簡単な説明で

す。秦野で明治元年創業の造り酒屋の5代目当

主であります。今は息子さんが6代目として実

質的な酒屋の経営をなされています。 

佐野ガバナーは５代目として取り組んだのは

酒と音楽のハーモニーとして、麹菌にモーツア

ルトの名曲を聴かせる音楽醸造酒「モーツアル

ト」シリーズを発売し、国内外で好評を得てい

ます。 

簡単ではございますが、佐野ガバナーの紹介と

させて頂きます。「金井酒造様ホームページより」

-卓話- 

「地区方針」 

第２７８０地区ガバナー 佐野英之 様 

皆さん、こんにちは。初めてこのクラブを訪問す

るわけですが、前回は藤沢北クラブの訪問でした 

が同じ会場でした。また、今日はサプライズで会

長・幹事さんの気配りで誕生祝いを頂きまして驚

いております。年は取りたくないのですが・・・。

ありがたく頂戴したいと思う次第です。 

さて、このように、連日酷暑の日が続くと我々

７０代には非常にきつい状態ですが、皆さんも熱

中症、脱水症状など起こさぬよう水分補給を心得

て体調管理に気を付けて頂きたいと思います。 

私は既に14、５回の公式訪問を行ってきており

ます。人によっては「もう慣れたでしょう」と言

われますが、決してそんなことはなくて、毎回毎

回が初めての公式訪問のように、非常に緊張の連

続です。言葉が閊える際もあるやと思いますが、

御容赦下さい。 

当クラブも昨年 40 周年を迎え、いよいよ 50

周年に向けてスタートする訳ですが、先程会長さ

んに聞きましたら「残念ながら、マイナス１名で

のスタートです。」ということです。 

ぜひ 50 周年には会員 50 名の大台に乗せられる

ように長期計画をもって、やっていただきたいと

会長にお願いしてあります。皆さんもぜひご協力

の程お願いします。 

 クラブに限らず、2780 地区でもマイナス 32

名のスタートになった次第です。 

今日この後ガバナー補佐会議がありますので、ガ

バナー補佐達へそのことを伝えて対策をとるよう

にしたいと思います。 

 私の方針も会員増強を第一に上げておりますの

で、よろしくご協力の程お願いしたいと思います。 

 田島ＡＧから私の職業について紹介をして頂き

ましたが、私は決してお酒を飲めない訳ではあり

ません。何故かというと試飲をしなければいけな

いのですから。聞き酒は酒屋にとって宿命でもあ

ります。甘辛、のどごしとか重要なことは当主が

決めることです。 



今、6代目である私の息子に任せております。

私はその決定権を息子に任せていて、6代目の

味が育ちつつある、という状況です。 

 それでは本題に入ります。 

まず、ＲＩ会長ジョン.Ｆ.ジャーム氏の人間性か

ら入っていきたいと思います。皆さんジョン.

Ｆ.ジャーム氏のＲＩ方針「人類に奉仕するロー

タリー」は既にご存知だと思います。 

現在、彼はテネシー州のチャタヌーガＲＣの

所属で、３５，６年のロータリー歴であり、年

齢は78歳です。いかにもアメリカ人らしい人

ですが、アメリカ人の中でもハンサムな方だと

いうことです。背丈190ｃｍ、体重100㎏の

体格でアメリカでの美男子の基準にそってい

るようです。 

彼は、趣味は仕事だということです。彼は募金

の達人だということです。ポリオプラス2億ド

ルチャレンジに自ら進んでその事業を達成し

た「腕利き」の達人だと言われております。 

ロータリーは「隠匿の美学」であまりにも長い

間その素晴らしさを隠し続けてきました。皆さ

んが行っている活動をもっと多くの人に知ら

しめるべきだと言っております。 

 彼の生い立ちに入っていきたいと思います。 

彼は石職人の子供として育って、青年時代には

自ら家を建てるほどの技量を持ったそうです。

その頃に彼の倫理観ができたということです。

また彼の両親は非常に貧しくて、大学にいかせ

る教育費がない、ということで、彼はアルバイ

トをしながら大学を卒業したそうです。卒業

後、米国空軍に入り、ベトナム戦争で実際に爆

撃機に乗って参戦したそうです。除隊後に、故

郷のテネシー州に戻り、エンジニアリングの会

社に入り、10 数年後には共同経営者になった

そうです。 

 彼は、ロータリーに人を引き付ける「ポップ

コーンの香りを付けたい」、その火付け役は「奉

仕」である、と述べています。アメリカ人はポ

ップコーンの香りを非常に好むそうです。その

ためその香りを奉仕と結びつけているのです。 

 さらに、我々は公私今日次世代の人々を惹き

つけなければならない。彼等にメッセージを発

信すべきである、と述べています。ではここで

皆さんにリーダーとしての３要素をお聞きし

たいと思います。 

いきなり聞かれても、言葉に詰まるかもしれま

せん。リーダーの３要素として、ひとつ「常に

紳士的であれ」、ひとつ「誰にでも親身であれ」、

ひとつ「何でも達成することができる」。 

この 3 要素がリーダーにとって重要だとのこと

です。 

彼はロータリアンに、あなたのクラブは何回例会

を開催しましたかではなく、「地域社会にどのよ

うな変化をもたらしましたか？」と尋ねるそうで

す。 

また、ジョン.Ｆ.ジャーム氏のジレンマに陥っ

ていることがあるそうです。その課題は「ロータ

リーをもっとビジネスライクに運用すること」

「ロータリーは無駄をなくす努力はしているが、

もっと加速すべきだ」と説いています。 

例えば、毎年ガバナーエレクトが参加するサン

ディエゴで 1 週間ホテルに缶詰め状態で勉強さ

せられます。私も 1 週間受けました。それをＲ

Ｉ本部のある「シカゴのエバンストンにすべき

だ」と言っています。 

またＲＩの理事会の期間をもっと短くしたい、と

かＲＩ委員会をもっと縮小したい、とかＲＩの経

費をもっと節約したい等と思っていますが、なか

なか思うようにはいっていません。 

さらに彼は、ロータリー現在いろいろな意味で

今後を決定づける歴史的な節目がきています。す

なわち世界で最も大きな祈ることの推進翼とな

るため固い決意と熱意でポリオ撲滅を成し遂げ、

勢いを付け、さらに前進しながらこれまでの成功

をバネに飛躍するときが来たのです、と述べてい

ます。 

また111年間続くロータリーの歴史の中で多

くの会員は、ロータリーを通じて友人と出会い、

地域社会とつながり、目的意識をもち、人びとと

の絆を育み、キャリアを築き、他では味わえない

貴重な経験をしてきております。毎週、世界で

34,000 以上のクラブのロータリアンが集い、

語らい、笑い、アイデアを分かち合っております。

しかし、我々会員が集う一番の理由は、最も大切

な目標、すなわち「奉仕」のためではないでしょ

うか、と彼は述べています。 

我々の限界は、我々自身に設けていて、ロータリ

ーには世界を変える力、ネットワーク、知識の結

集があり、意義ある奉仕を行う最善の道はロータ

リーの会員になること、と述べていて、クラブ、

地区、ＲＩのレベルにおけるリーダーシップの継

続は、ロータリーを繁栄させ、その秘めたる可能

性を最大限に発揮する唯一の方法です。 

また、我々が目指すのはただ単に、ロータリアン

の数を増やすことではなく、ロータリーによる善

き活動をより多く実現させ、ロータリーのリーダ

ーとなれるロータリアンを増やすことだ、と言っ

ております。 

 以上、哲学的ではありますが、彼が述べている

内容を紹介しました。 



最後に、ポール・ハリスはロータリーの設

立経緯について、晩年「個人の努力は個々の

ニーズに向けることができます。しかし、大

勢の努力の結集は人類の奉仕に捧げなければ

なりません。結集された努力に限界というも

のはありません。」とつづっています。１２

０万人以上のロータリアンが一体となり、ロ

ータリー財団や各自のリソースを駆使して人

類への奉仕に取り組むことになろうとは、ハ

リスも想像しなかったでしょう。 

このような奉仕を行うことに我々の責務が

あるのではないでしょうか。これらにもとづ

いて、ジョン.Ｆ.ジャーム氏は「人類に奉仕す

るロータリー」というテーマを決めたそうで

す。 

このＲＩ会長の方針に従い、さらに私たち

の地区の実情を踏まえて、地区方針に全力を

尽くす所存です。 

地区方針に入る前に戦略計画についてもう一

度おさらいしたいと思います。 

ＲＩの戦略計画はロータリー活動の基本理念で

ある中核的価値観と具体的な実践目標である３

つの要点から成り立っています。 

ロータリー活動における「理念と実践」はと 

ても重要な要素であります。理念のない実践は、 

活動の価値がなく、実践しない理念だけの活動 

は空虚です。理念と実践を調和させて活動する 

ことが重要だと思います。 

会員の３つの義務、すなわち、会費の納入、

例会への出席、ロータリーの友やガバナー月信

を購読することが義務づけられていますが、加

えて、奉仕活動に積極的に参加することをＲＩ

は推奨しています。 

ロータリーは職業人の集まりです。そして、

会員の職業は多様性に富み、高潔性、倫理観を

重んじ、リーダーシップに優れた方々でありま

す。 

さらに、奉仕を通じて親睦を育み親睦を通じ

て奉仕を実践する団体がロータリーであり、こ

れこそが中核となる価値観であると思います。 



2016-2017年度 2780地区方針 

懇談会 

主な質問事項 

①なぜジョン.Ｆ.ジャーム氏はPOLIO 撲滅に力

 を入れるのか？ 

②公共イメージの向上策について（街頭キャンペ

ーンだけではアピールが弱い） 

③NEXT END POLIO NOW 

④大会理由などの分析方法 

 アンケートなど 

⑤寄付を募る良い方法はないのか？ 

 （END POLIO などは集めやすいが財団は 

  集めにくい、会員の同意を得るには） 

⑥他地域の奉仕活動も行っているが、地域密着 

 型の社会奉仕へのチャレンジのあり方 

その他いろいろな質問事項に対して佐野ガバナ

ー、田島ガバナー補佐から御教授頂きました。 

佐野ガバナー、田島ガバナー補佐と共に  2016.8.9 


