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ROTARY ： MAKING A DIFFERENCE
第 1992 回例会 2017 年 10 月 3 日（火）(天候) 晴れ №13
ガバナー公式訪問
点鐘
クリスタルホテル 3F「フォンテーヌ」
開会
Fontaine
国家：君が代
ロータリーソング：「我等の生業」
４つのテスト：副 SAA
藤沢東ロータリークラブの理念：幹事
ゲスト
大谷新一郎 様（ＲＩ第 2780 地区ガバナー）
端山創之 様（同第 3 グループガバナー補佐）
ビジター
なし
バナー交換 なし
-乾杯- ガバナーを迎えて 須藤ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ
会食・懇談
-会長報告・先月 9 月 23 日（土）の、10:40 から END
POLIO 街頭キャンペーンはご参加のみなさん、
おつかれさまでした。みなさんの御協力をお願
いします。136,000 円の募金が集まりました
・本日はガバナー公式訪問です。よろしくお願い
致します。
-表彰＆特別挨拶・ベネファクター認証 石田能治会員
-幹事報告・本日例会後にガバナーとの懇親会（フォーラム）
その後にこの会場にて引き続き理事会があり
ます。理事役員の方はよろしくお願いします。
・10 月のロータリーレートは１ドル＝112 円で
す。9 月は 1 ドル＝109 円でした。
・AMDA 社会開発機構のミャンマー訪問予定が
あります。2018.1.5（金）、6（土）〜
・本年度交換留学生の〆切は 10 月 13 日（金）。
・10 月 24（火）、25（水）親睦旅行費用の振
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り込みを参加者にお願いします。
・例会変更のご案内 藤沢北 RC
10/27(金) 休会 10/13（金）振替休会
綾瀬 RC 10/10（火）、31（火）休会
・年会費口座振替の変更手続きにご協力下さい。
-委員会報告・ロータリーの友平成 29 年 10 月号解説
加藤信忠雑誌・R 情報委員長
・スマイル
村木スマイル委員長
・出席報告
後日
-会員＆配偶者誕生日会員誕生日、配偶者誕生日 なし
-卓話ガバナー公式訪問
大谷新一郎 様（第 2780 地区ガバナー）
点鐘
閉会
閉会後ガバナーを囲んでフォーラム
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-スマイル村木スマイル委員長
【大谷新一郎 ガバナー様】
本日は、ガバナー公式訪問に参りました。よろしく
お願いいたします。
【端山創之 ガバナー補佐様】
本日は、大谷ガバナー公式訪問、よろしくお願い致
します。
【山口俊明 会長】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐、本日はようこそ
御出下さいました。本日のクラブ協議会御指導の程
よろしくお願い申し上げます。石田全会長、ベネフ
ァクターの寄付ありがとうございます。
【鈴木和夫 会員】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐いらっしゃいま
せ。先日のイェール大学チャリティコンサートでは
ご協力いただき大変お世話になりました。コンサー
トは大成功で湘南学園長も大変喜んでおられ、宜し
くお伝え下さいとのことです。
【横田佳代子 会員】
大谷新一郎第 2780 地区ガバナー、公式訪問あり
がとうございます。９月の地区大会で大成功に導い
た多くの方々に感謝されご挨拶の中で流された涙
は感動的でした。これからもご指導下さいませ。
【石井博 会員】
ガバナー大谷新一郎さん、ガバナー補佐さん、本日
の公式訪問ありがとうございます。どうぞよろしく
御指導をお願いいたします。
【田中繁 会員】
本日の大谷ガバナー公式訪問ごくろう様です。よろ
しくお願い致します。端山 AG、ありがとうござい
ます。
【竹澤禎浩 会員】
大谷ガバナー、お忙しい中お越し頂き、ありがとう
ございます。
【村木薫 会員】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐、本日はよろしく
お願い致しす。
【大坪加寿子 会員】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐、ようこそおいで
くださいました。本日は御指導宜しくお願いしま
す。大谷ガバナー、地区ゴルフ大会では、朝からお
出迎え頂きありがとうございました。
【片倉昌幸 会員】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐、本日はよろしく
お願い致します。
【和田江理佳 会員】
大谷ガバナー、端山ガバナー補佐、よろしくおねが
いします。
【林葉之 会員】
大谷ガバナー、本日はようこそ藤沢東 RC へおこし
いだだき、ありがとうございます。本日の卓話楽し

みにしています。
【吉田新一 幹事】
大谷ガバナー、ようこそ！先月の日本で一番の
地区大会おめでとうございました。大谷ガバナ
ー、端山ガバナー補佐、本日もご指導よろしく
お願い致します。

-委員会報告ロータリーの友 平成２９年１０月号解説
加藤信忠 （雑誌・R 情報委員長）

今月号始めは、RI 会長イアン H・S・ライズ
リー氏のメッセージです。
標題は、 「ポリオ撲滅にご協力下さい」
親愛なるロータリアンの皆さん、何年か前の
事ですが、私の娘が働いていた、メルボルンの
博物館では「鉄の肺、人工呼吸器が展示されて
いました。」私と同世代の 1950 年時代のポリ
オの大流行を覚えている人にとって、鉄の肺
は、ポリオワクチンのお陰で、いかにポリオ対
策が進歩したかを物語っている証拠です。世界
の多くの地域においてポリオのストーリーは
シンプルです。しかし世界の幾つかの地域につ
いては、そのストーリーが違います。多くの
国々は費用が掛かり過ぎてワクチンが入手で
きなかった。こういった国々ではポリオが猛威
を振るい続けておりました。そこでロータリー
が一歩踏み出して声をあげたのです。「どこに
暮らしていても、どういう環境にあっても世界
のすべての子供たちがポリオのない人生を送
る権利があると」
ポリオプラスが、発足して数年後ポリオの各
国政府の対応は世界ポリオ撲滅活動が一体と
なって取り組んだ結果、年間 35 万件だったポ
リオが 2017 年には僅か数件にまで減少した
のです。
10 月２４日は、世界ポリオディーです。こ
れまで成し遂げた事を祝い、尚ポリオ撲滅を完
遂するための意識を高め、資金を募る機会にし
たいです。

世界のロータリー・クラブが何らかの形で世界ポ
リオデーに参加できる様にお願します。
今年の世界ポリオディーは、シアトルに在るビル
&メリンダ・ゲイツ財団本部でライブストリーミ
ングで行われます。そこでロータリーは今後３年
間で５０００万ドルの寄付を約束しましよう。ゲ
イツ財団がそれに２倍の額を上乗せしてくれる事
になるからです。そんなことでポリオ撲滅にご協
力下さい。そして、世界ポリオディーではみんな
で変化をもたらしましょう。
次に 7 ページは「日本と世界を結ぶ、人作り」の
コーナーです。
１９６７年に、ロータリー米山記念奨学会財団
が設立しました当時は、奨学生が年間５９人だっ
たのが、いまでは約８００人です。これまでに累
計１２５ヶ国２万人を支援しています。「平和日
本を世界へ」と、戦後のロータリアンたちの願い
は、半世紀の時を経て、大きな木となり、花を咲
かせました。7 ページは、絵で、わかりやすく、
関わった国々の旗が木に咲き揃っております。
そして、８ページから世界に羽ばたいたその学友
たちの紹介です。元中日韓国大使の崔氏や、１９
８８年ベトナム初の大学をハノイに建設したフイ
ンさん・そして旭日少受賞を受賞したフィリピン
のペアトリスさんなど有力な人々を紹介しており
ます。みんな米山奨学生です。
10 ページから特集米山月間です。米山財団設立
５０年の主な出来事です、特に１９７５年米山梅
吉氏が亡くなりました。一周間を米山週間としま
した。
１９９０年代には旧ソ連のロシアとその共和国
がロータリー・クラブに入りました。
続いて１２ペーシは、米山記念奨学会資料です。
我が地区の小沢パストガバナーが理事長です。
１４ページは、特集「ようこそ・・日本へ」
・地域
に・育て! 国際人のコーナーです。
くっちゃん

今月は北海道の倶 知 安 ロータリー・クラブ吉田会
員のレポートを取り上げて見ました。倶知安町の
人口は、1 万５千人です。その町に１０万人の観
光客が来る様になりました。そんな町の賑わいを
ロータリアンが作っているのが倶知安ロータリ
ー・クラブです。増加する観光客に対する人材育
成のために脇山青少年奉仕委員長が中心になっ
て、中学生・高校生を対象とした、英語観光案内
コンテストを実施しました。コンテストでの最優
秀賞はオーストラリア留学です。菅原凪人君が選
ばれました。
8 ﾍﾟｰｼﾞです。「心は共に」です。九州豪雨で甘木
RC の東義輝会員から 朝倉市の災害の詳細、朝
倉市の被害が手に取る様です。

続いて甘木 RC の重富会員から、「友がいて、
良かった!」の御礼です。
２１ページ。は、指定記事です。
ピープ
ル オブ アクション(世界を変える行動人)
公共イメージ向上のためにロータリ
ー・クラブが立ち上げた、新しい広告キャン
ペーンです。
１は、ヘアクセス 2 は、クラブの仲間と共有
しましょう 3 は、地区の公共イメージコー
ディネーターと連携
4 は、ソーシャルメ
ディアを活用する。5 は、 RI マーケティン
グ担当部に成功例を質問
尚、次の２２ページに、ピープル・オブ・ア
クションの具体例が詳細に出ております。
24 ページは世界のロータリーニュースで
す。
始めにイギリスです。中西部のワイルドグリ
ーンロータリー・クラブの会員数十人がウイ
ルソン・スチュアートスクールの児童たちを、
毎年 6 月に開催されるキッズ・アウトディー
に招待。タンザニアのロータリアンが特定宗
派に限定しない学校の建設。マレーシアのロ
ータリアンが消火器の寄贈。アメリカのカン
ザス州のロータリアンの紛争の解决。ブラジ
ルサラトガロータリー・クラブの医療支援な
どの活躍が見られます。
縦のページです。
2016 年 11 月 19 日の国際ロータリー
2520 地区の地区大会記念講演です。国際
NGO・難民を助ける会理事長有紀枝氏 標題
難民問題 今、何が起きているか
難民は生まれながらにして、難民だったわけ
ではない。それなのに 2015 年末現在世界で
家を追われた人 65 百 30 万人です。そして
その殆んどが発展途上国です。もう一つ、難
民と切り離せない問題は地雷です。地雷は何
処に埋まっているかが怖いのです。地雷は対
戦車と対人地雷と世界で 360 種類有るとい
われる。対人地雷はわざと軽くして人を殺さ
ない様にして、救援に手間を掛からせようと
しているのです。地雷の被害者の増える一方
のシリアの実情です。
縦の 9 ページです。 クラブを訪ねては・・
岐阜県の高山中央ロータリー・クラブです。
高山市は、平成の町村合併で面積は東京と同
じ、日本一広い市になりましたが、その９２．
１パーセントが森林です。先日クラブでは地
域連携の奉仕活動として小学 4 年生から 6 年
生対象に木製椅子づくりの体験をして頂きま
した。その後会員の料亭で「高山伝統の懐石
料理・宗和流本膳崩し」を鑑賞。

縦の１３ページの「友愛の広場」では名古屋の和
合 RC の獣医師の鷲塚会員が標題「宮古馬、絶滅
の危機です」馬は北から道産子・木曽馬・野間馬・
対州馬など在来八種が日本に生息しているそうで
す。どれもそうですが特に宮古島の宮古馬が絶滅
の危機だそうです。
縦の 18 ページは、卓話の泉です。東京芝 RC
にて服部学園常務理事の服部津喜子先生「食育の
話」の中でオキシトシンと言う脳内ホルモンは、
心にやすらぎをもたらす体内物質です。家族や好
きな人とバランスの取れた食事をするとねこのホ
ルモンは活性化するのです。次に名古屋南 RC オ
ペラ歌手宮本益光二期会会員が『モーツアルトと
オペラ」についての魔笛の話は、その薀蓄が楽し
いです。 以上１０月号抜萃をしてみました。
-ガバナー登場-

大谷新一郎ガバナー

-卓話ガバナー公式訪問
大谷新一郎 第 2780 地区ガバナー

みなさん、こんにちは。
2017-18 年度ガバナーを務めます大谷でご
ざいます。私は相模原南ロータリークラブの
所属でございます。最長老には加藤さんと同
じよう９４歳の方もいらしゃいます。
さて貴重なお時間を頂きましたので早速卓
話に入らさせて頂きます。
以下資料にて
ＲＩ会長の紹介と「ＲＩ会長テーマ」

-乾杯-

-表彰-

須藤修司チャーターメンバー

ベネファクター認証 石田能治会員

ガバナーになるために必須の国際協議会
に出席した際に会いました。アメリカのサン
ディエゴで今年の 1 月に 2 週間程缶詰状態
で受講しました。

地区方針

☆☆☆「ポリオ寄付」について

１．増強を最重点にします。
・女性会員と若い会員の増強を軸に会員５０
名以下のクラブは１名以上。
５１名以上のクラブは２名以上を継続。
２．戦略計画の実行
・公共イメージ認知度の向上（メディアとの連
携）を重点
・長期計画目標の実行
３．財団
・Ｒ財団寄付 目標
年次寄付
２００ドル以上/１人
ポリオ寄付
４０ドル以上
恒久基金寄付１，０００ドル以上/１クラブ
・財団基金の活用：地区補助金・グローバル補
助金の積極的利用（2017-18 年度 89,600 ドル）
皆さんの寄付が３年後に利用できることに
なります。
・米山記念奨学会寄付 20,000 円以上/１人
① 人道的奉仕の重点化と増加
② ロータリー公共イメージと認知度の向上
会場：クリスタルホテル３F

会場：クリスタルホテル５F ボンヌ・シャンス

４．ＲＩ会長賞
・３つの戦略的目標のうち各４項目
① クラブのサポートと強化
５．マイロータリーの登録率向上
ＭｙRotary は、ロータリー会員向けの情報
やツールです。（現在登録 18.3％→各クラ
ブ 25％以上を目標）
６．柔軟性の正しい理解
・２０１６年規定審議会
柔軟性の導入はクラブの自主性において
クラブ総意で決定して頂きたい。
「柔軟性の導入」は厳しくすることも緩和
することもできます。つまり決して緩和だ
けではありません。導入によって成果がで
なければ意味がありません。
６６クラブのうちあと２４クラブ廻ってそ
のことを説明していく予定です。非常に舌足ら
ずで申し訳ありませんが以上でガバナー訪問
卓話を終わります。
御清聴、ありがとうございました。

