
 

 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 奥野悦弥 幹事 伊藤広治 会報 青山和成   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

インスピレーションになろう 
本日 第 725 回 2018 年 9 月 25 日(火曜日)717 号 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program    

                                  卓話：クラブフォーラム 

◇ 点 鐘                              進行：伊藤広治幹事 

◇ ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

 

 

前回 第 724 回例会 2018 年 9 月 11 日（火曜日)記録 

＜出席報告＞ ha 

  

 
 

員 総 数 18 名  

 

出 席 者 8 

 

名 出 席 率 44.44 ％ 前々回補正出席率 83.89 ％  

 

  

   

 

 

 

 

＜幹事挨拶＞                瀬戸北ロータリークラブ 

会長  加藤 雅人 

ゲストの紹介をさせて頂きます。 

国際ロータリー 第 2760 地区 ガバナー 村井總一郎君地区幹事 佐々木利政君大変お忙しいところお越し

くださいましてありがとうございます。後程、卓話よろしくお願い致します。 

米山奨学生 謝 娣 君ようこそお越しくださいました。後程ご挨拶もよろしくお願い致します。 

皆さんこんにちは。9 月 4 日の例会は台風で休会とさせていただきましたので、本日の例会は第 1890 回 当

年度 8 回でございます。残りの例会数は、あと 27 回です。最初に、9/4 の 21 号台風そして、北海道胆振東部

地震で被災されました皆様に、お見舞い申し上げます。 

さて本日は、国際ロータリー第 2760 地区 ガバナー村井總一郎君、同地区幹事 佐々木利政君をお迎えし 

ての例会でございます。瀬戸の地にお越しいただき、ありがとうございます。また、奥野悦弥愛知長久手ロー

タリークラブ会長をはじめとする、メンバーの皆様ようこそお越しくださいました。 

本日は、村井ガバナーが推奨されています、「分区内交流」を、愛知長久手ロータリーの皆様とともに、合同

例会を開催させて頂くこととなりましたので、よろしくお願い申し上げます。 

先ほどは、村井ガバナー様、地区幹事の佐々木様と会長の私と、伊藤敦司幹事とで会談し、ロータリーについ

て貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。このご意見を参考にし、今後の瀬戸北ロータリークラブの

活動の糧にして行きたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

私共、瀬戸北ロータリークラブでは、ガバナーテーマであります、「あなたのまちでロータリーを！あなたの

まちからロータリーを！」（ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕を実践しよう）というテーマを受け、瀬戸

北ロータリークラブでは、日本語スピーチコンテスト 今年で 11 回目、瀬戸市様との共催で行っております。

日本語スピーチコンテストは、市内在住の外国人の方に日本語でお話をしていただき、瀬戸市民とのふれあい

を大切にしていただける事業を展開しております。 

 最近では、災害ボランティアの立ち上げに向けての支援を、社会福祉協議会と共に行っております。 特に

今年度は、災害ボランティアコーディネーターの資格を 13 人のメンバーが取得をし、9 月 30 日にやすらぎ会

館及び、瀬戸川河川敷に於いての災害ボランティア訓練に、コーディネーター役で応援をさせて頂います。 

  

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１８－２０１９ 

WEEKLY 

大歓迎 ガバナー公式訪問 



 

他にも、あいち E クラブのスポンサークラブとして、坂田隆特別代表の元、あいち E クラブの支援も行って

おります。 

 また、今年は大変な年で、平成最後の年であり、新元号の年でもあります。そして、私が還暦の年でもあり

ます。これはどうでもいいですが、瀬戸北ロータリークラブが、40 周年を迎えることとなりました。今後は、

村井ガバナーがおっしゃいますように、我々が育ったこの街から出来ること、SETO ファースト（地域貢献、

地域奉仕）を積極的に行い、公共イメージアップを図(はか)りたいと思っております。 

 最後になりますが、10 月 13 日には大変お忙しい中、村井ガバナー様が我がクラブの 40 周年記念式典にご

出席を頂けることを、感謝申し上げ、会長挨拶に返させていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

愛知長久手ロータリークラブ 

会長  奥野 悦弥 

 

みなさんこんにちは。まずもって瀬戸北ロータリーの会長、幹事また担当の方には、ガバナー訪問、合同例

会のご準備でご苦労をおかけいたしましたこと厚く御礼申し上げます。また。先ほどは、村井ガバナー、そし

て佐々木地区幹事と懇談を持てたせていただき貴重なご意見ご指導を賜りました。本当にありがとうございま

した。村井ガバナーとは、会長エレクトの RLI での研修でお顔だけは拝見しておりましたが、実際お話させて

いただいたのは今日が初めてです。私自身今日は懇談があるというので大変緊張しておりましたが、村井ガバ

ナーには、大変優しく色々ご指導いただき、ガバナーのお人柄は、大変ソフトでやさしい感じの方だと感じま

した。大変好きになりました。今後も何卒宜しくお願い致します。 

愛知長久手ロータリークラブは、様々な活動をしていく中で一つの課題は、現在会員数が 18 名ということ

で会員増強が近々の課題になっています。特に先月 8 月は、会員増強月間ということでたまたまロータリーの

友を見ていましたら、会員増強 10 か条というのが掲載されておりました。会員増強には、10 の必要な事項が

あるということでした。その中でやはり「魅力ある活動をするクラブ」それを PR する方法をみんなで一丸と

なって考え、改革していくというのがポイントということでした。当クラブは女性会員 5 名であり、特に今後

も女性会員の増強も含め考えていきたいと思います。簡単ではございますが会長の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

■ニコボックス委員会■ 

・本日は瀬戸北 RC さんとのガバナー公式訪問合同例会瀬戸北 RC さんホストということで、ご苦労 奥野悦弥 

 様でございます。村井ガバナー、佐々木地区幹事本日は宜しくお願いいたします。 

・村井ガバナー、本日はよろしくお願いします。佐々木地区幹事ご苦労様です。瀬戸北 RC 加藤会長 伊藤広治 

 伊藤幹事、会員の皆様本日はよろしくお願いします。 

・ガバナー公式訪問を瀬戸北 RC の皆様と共にお迎え出来てうれしく思います。          山田文明 

・瀬戸北 RC さんとの合同例会本日よろしくお願いします。                   中川清子 

・本日も宜しく御願い致します。                               青山和成 

・本日もよろしくお願いします。                               田中信子 

・本日もよろしくお願いします。                               伊藤 真 

・初の合同例会楽しみです。久々の商工会議所でうれしいです。                 大月涼子 

   

＜幹事報告＞ 

   

①本日例会終了後、第 3回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

②次週例会 9/18(火)は同週祝日振替休会の為お休みになります。 

次回例会 9/25(火)例会場所は「華野」になりますので、お間違えのないようお越し下さい。時間は 12:30 

から 13:30です。当日は米山奨学生汪さんが例会に参加いたします。後、子ども食堂の大原様もお越しいた 

だきます。 

尚、出欠のご連絡はお早めに伝助にご入力よろしくお願いいたします。 

 



 

 

＜卓 話＞               「ガバナー公式訪問に因んで」 
 

        RI2760地区ガバナー 村井 總一朗 
 
  こんにちは。豊橋 RC ｶﾞﾊﾞﾅｰの村井總一郎と申します。宜しくお願いします。 
東京ﾛｰﾀﾘｰが来年で百年を迎え、東京 RC ができたのが日本のﾛｰﾀﾘｰのはじまりということで、この鐘は、ｶﾞﾊﾞﾅｰ
が公式訪問の時に持って行き、会長に叩いてもらうために持って歩けということです。昼も夜もあるﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｯﾀﾞ
ｰで渥美半島の先の伊良湖岬の伊良湖ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙで行い、その鐘を担ぎ、夜は名古屋でと。この間は豊川でやってそ
の後は一宮ということで。この鐘は 8.4 ㌔あり、台座つけると 10 ㌔弱でｱﾙﾐｹｰｽに入れて運びます。担ぐのは地
区幹事で、これを全国のガバナーが持って歩いています。 
 今日の話は 1番から 16番まで、それを見てもらえれば大体わかると思いますが、最後の 16番までやる時間は
ありません。会の都合で長いのは 50分、短いのは 20数分、全部やると 1時間以上かかります。今日はきっかり
30分です。 
それでは RI会長のﾃｰﾏの説明をします。「BE THE INSPIRATION インスピレーションになろう」。 
去年の RI 会長はｵｰｽﾄﾗﾘｱの方でｵｰｽﾄﾗﾘｱは砂漠なので木を一杯植えたら環境に良いということで世界のﾛｰﾀﾘｱﾝは
一人 1本ずつ植えなさいと言われました。日本の場合はいろんな関係があって木が一杯あるからこんなに植樹す
るのが難しいのかというぐらい皆さん苦労されたと思います。「ﾛｰﾀﾘｰは変化をもたらす」ﾛｰﾀﾘｰが活動すれば地
域活動に変化をもたらしますよということで、ﾛｰﾀﾘｰでいろんなことをすれば皆さんに変化が出てきますよとい
うことです。それが去年の話です。 
今年は「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう」。ﾛｰﾀﾘｰが変化をもたらすには何かのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝにならなければならない。その

何かというのはﾛｰﾀﾘｱﾝ一人一人であり、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ一つ一つであり、ﾛｰﾀﾘｰの活動、ﾛﾀﾘｰｱｸｼｮﾝがｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝにな
ってこれが繋がってくるのであります。3番のﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ RI 会長のﾒｯｾｰｼﾞ：一番大切なのは、前向きな変化を生み
出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性を持って正面から立ち向かう意欲を、ｸﾗﾌﾞ、地域
社会、そして組織対から引き出すための「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ」となる必要があるのです。変化をもたらすｲﾝﾊﾟｸﾄのある
活動を通じて、ﾛｰﾀﾘｰが地域社会の「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ」になることを願っていますと書いてあります。 

4 番に参ります。「変化をもたらすｲﾝﾊﾟｸﾄのある活動を通じて、ﾛｰﾀﾘｰが地域社会の「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ」となること
を願っています」と書いてあります。強調されているのが「継続的に地域社会のｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになるように」とい
うことを何度も繰り返されました。ですから全世界というよりも地域社会をﾛｰﾀﾘｱﾝが、地域社会においてﾛｰﾀﾘｰｸ
ﾗﾌﾞがｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとなりましょうねということを言われているわけです。ﾛｰﾀﾘｰでは、何がｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとなるか、
つまり何が刺激となり、前進の活力となるかは、人によって違います。 

5 番に参ります。ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝはｲﾝｽﾊﾟｲｱｰの名詞形ですから、ｲﾝｽﾊﾟｲｱｰは鼓舞する・刺激する・激励する・発奮
させるといろいろありますが、ここでは「前進する活力となる」ということを発見しました。ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝにｻﾞを
つけますとｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをする人とかｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝすることです。私は「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを何とかする人になろう」と呼
び変えた方がわかりやすいのではなかと、各ｸﾗﾌﾞの会長さんに括弧の中に何を入れたら良いかをお願いしました。 
瀬戸北 RC の加藤会長さんはｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをするのをきっかけにという素晴らしい詞を、長久手の奥野会長さんか
らはｸﾗﾌﾞの皆がついてきてくれるとされました。皆それぞれでございますので良い解釈だと私は思っています。 
それでこのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝですが、村井さんの言っていることとは違わない、ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとは第六感、ひらめき、霊
感じゃないですか、そういう感覚ではないですか。でもここはｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを感じるのではなくて、ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝに
なるわけですからひらめきとか第六感の解釈は合っていますが、こちらの方に一旦置いといて「前進する活力」
という方向に動いていただきたいと思います。「前進する活力」、ﾄｺﾄｺ歩いていくともう少しで景色の良い展望台
があるということで、そこで一服します。その間にそよ風が首筋を通ります。ああ気持ちいいなあと感じます。
ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝはこの風であります。鐘を鳴らしますとｺﾞｰﾝと響きます。音を聞く人、聞いた人がｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを感じ
た人です。いい音が皆さんに伝えられるような鐘、この鐘の役割をすることがﾛｰﾀﾘｱﾝとしてｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになるこ
とであります。自分たちの行動・発言が皆さんのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ、何かの刺激を与える、前進する活力になる、そう
いうのになってくださいよというのが今回のﾃｰﾏであります。 
何処でしょうか。あなたの街です。あなたの街でﾛｰﾀﾘｰの鐘が響くような行動をあなたの街でやりましょう。

あなたの街からやりましょう。 
ということで 7 番の地区活動方針「あなたの街でﾛｰﾀﾘｰを!あなたの街からﾛｰﾀﾘｰを！」宜しくお願い申し上げま
す。 
「あなたの街でﾛｰﾀﾘｰを!」って何をやるのか、社会奉仕事業をやるのかと殆どの方がそう思いますが、ﾛｰﾀﾘｰは
社会奉仕事業だけではありません。職業奉仕もあります。特に私は職業奉仕の委員会に長く居ましたのでﾛｰﾀﾘｰ
は職業奉仕だと思っております。ﾛｰﾀﾘｰは団体で奉仕を学びます。こうした例会で学び、団体で奉仕の動として
の実践を行います。奉仕の実践は個人で行います。これが自らの職業上で行う。これが職業奉仕です。皆さん方
の事業所が地域にあれば、あなたの街で事業において職業奉仕をすることも「あなたの街でﾛｰﾀﾘｰを!」というこ
とになっていくわけであります。 
地区活動方針の下に小さく「ﾛｰﾀﾘｰの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう」という副題として作っています。
理念を学んでも何もしないのは、実践をするのがﾛｰﾀﾘｰです。 
世界のﾛｰﾀﾘｰと日本のﾛｰﾀﾘｰがちょっと違っていると思うのは、ｸﾗｼｯｸな方、ﾛｰﾀﾘｰ歴の長い方で私も思っています。
特に日本人はﾛｰﾀﾘｰに勧誘する時、ﾛｰﾀﾘｰはどういう所ですか、ﾛｰﾀﾘｰは職業人と専門職、地域のﾘｰﾀﾞｰが世界平和 



 
 
と国際協調のために集って人道的奉仕活動をするのです。そこに入ると高潔性と倫理観が養えるのです。 
ですからあなたもはいりませんかと誘うわけです。10時に瀬戸の駅前に来て下さい。そこでﾛｰﾀﾘｰやっています。
交通整理をやったり、献血運動をやったり、いろんな奉仕活動をやっています。一緒に参加しませんかと誘いま
す。触れ合います。接します。終わった後に入りませんかと言って仲間を増やしていきます。そこで私はあなた
の街で奉仕の理念を学び、実践をしようと書きました。実践をするのがﾛｰﾀﾘｰですので入ることによって理念を
学んで実践しましょうねというのであります。 
奉仕の理念とは何ですか。奉仕の理念とは「思いやりの心」と「共生」であります。「思いやりの心」って何で
すか？あなたがしてほしいと思うことを他の人にもしてあげましょうということです。あなたがしてほしいこと、
これは仏教、ｷﾘｽﾄ教、どの宗教の教えにみられます。全世界、思いやる心の人が基本だと私は思っています。も
う一つが「共生」、共に生きる、共に感じる。「あなたの幸せが私の幸せ、あなたの喜びが私の喜び」ということ
ですから、それがずれると「小さな親切、大きなお世話」になるのです。私があなたのためにと思ってやったこ
とが、それは単なるおせっかいであり、単なる施しでしかない。CBC ﾃﾚﾋﾞの水戸黄門、よく越後屋さん悪徳商人
の代表みたいなのが代官の所にお饅頭を持っていきます。饅頭の下から小判が出てきます。そこでのやりとり、
「お主も悪やのう」「お代官さんほどでは・・・」「お代官さんの幸せが私の幸せ・・・」そこがﾛｰﾀﾘｰとは違っ
ていて倫理観、高潔性を持たなければ、自分の将来のためとか裏があってはいけない。それがﾛｰﾀﾘｰの一つの良
い所です。高潔性と倫理観を持っている。思いやる心を持つだけではなく、手を差し伸べて初めて思いやりが完
結するのです。可哀想だなあと思うのは同情でしかない。手を差し伸べて幸せにしてあげる。その思いやり、そ
の心が奉仕の理念であります。それを奉仕活動を通じてやって伝えていく運動なのです。1 回こっきりではなく
ﾛｰﾀﾘｰは、いろんな奉仕活動を通じてその心を持つ人を広めていこうというのがﾛｰﾀﾘｰの運動ですので、汗かいて
ﾋﾞｰﾙ飲んでﾊｲｻﾖｳﾅﾗではなく、奉仕の心を学んで次のﾛｰﾀﾘｰの活動に一緒に行こうよと仲間を増やしていくという
ことです。 
仲間づくり、奉仕の理念を学ぶのは何処でしょうか。例会場です。例会に来なくてはなりません。例会は楽しく
なくてはいけません。例会は親睦をもって成り立っています。親睦と親睦活動は全然違います。親睦活動はｺﾞﾙﾌ、
麻雀、ｶﾗｵｹ、旅行、いろいろあります。ﾛｰﾀﾘｰはどんどんやりましょう。ﾛｰﾀﾘｰの親睦というのは、その活動を通
じて奉仕の仲間を増やす、一緒にやろうという仲間を増やして行こうということです。知り合いを広めて奉仕の
機会とする。知り合いを広めるのは今日名刺を５枚もらったよというのとは全然違う。奉仕の心、そのために親
睦活動をやりましょうということです。ｶﾗｵｹやｺﾞﾙﾌ、麻雀をやって親睦というならどこでもやっているぞという
人がいますが、ﾛｰﾀﾘｰは親睦活動を通じて心通い合う仲間を作りましょうということで、それを養うのが例会で
あります。ですから例会に出てこないといけないわけです。例会に出席することです。 
例会はﾎﾟｰﾙﾊﾘｽと 4人が集いから始まっているのですよ。「奉仕の理想に集う人を・・・」という歌がありますよ
ね。例会があるから集って来ているのではない。皆さんが集ってくるから例会をもっていろんな話し合いをしま
しょうねということですから奉仕の理念を学ぶには例会、出席するために例会があるのですよ。例会に皆さんが
出席しやすいように楽しくなるようにやっていただきたいと思います。 
新しく入ってきた人が例会に出て来て、つまらなかったこんな所に来るんじゃなかったと。楽しくなるために親
睦活動を一杯やりましょう。例会にはいろんな工夫をして下さい。工夫って何をすればいいのか。 
ここで 10 番の「他国の花を愛で、時刻の花の良さを知る、これ観光」中国の易経です。よその国へ行って花

の良い所を見て自分の国に帰って自分の国の花の良さを知りましょうということであります。分区内交流、よそ
のｸﾗﾌﾞへ行って雰囲気を知る。地震がありました北海道と沖縄は全然違います。沖縄の花、ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾘﾔ、ﾊｲﾋﾞｽｶ
ｽ、赤い花を見て沖縄はいいなあ良かったと言って北海道の富良野に帰ります。沖縄の花の良さを認める、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞ
ｰの花の良さも認めることです。 
よそのｸﾗﾌﾞへ行ってよい所も見てくるし自分の所に帰って良い所にも気づくという。これが分区内交流でありま
す。どれが正しいとか、あれが間違っているとか、ﾛｰﾀﾘｰじゃないとか、批判しあうのではなく、これをうちの
ｸﾗﾌﾞに取り入られるか、これをうちのｸﾗﾌﾞでもやってみたらどうか、うちのｸﾗﾌﾞのやり方をちょっと教えてあげ
ようではないか、それが分区内交流であります。寛容の精神を間違えないで下さい。自分の気に入らないこと、
間違っていることを黙認するのが、寛容の精神ではありません。いろんな考えがある、いろんな思想があり、い
ろんなやり方があるということを広い心をもって、寛大の精神の心をもって受け入れるというのが寛容の精神な
のです。間違っていることはきちんと言ってあげましょう。私はここは違うと思うけどどうでしょうかねと優し
く言います。それを「友愛の精神」といいます。友愛の心をもって間違いは間違いと言ってあげます。それを言
われてｶﾁﾝと来ない、ﾑｶｯと来ない。そのために親睦をやりましょうということです。親睦でｺﾞﾙﾌをやり、そこで
心の友を作る。心の友だからこそいやなことも言えるし、教えてあげるし、寛容の精神がそこに養ってくる。そ
のために親睦活動をやるということです。本来の目的は奉仕の仲間を増やして行こうということです。そこのと
ころをやってほしいです。 

12番の所に「個性のあるｸﾗﾌﾞの集合体」と書いてあります。いろんなｸﾗﾌﾞの形態があります。地域に密着して
いるｸﾗﾌﾞ、朝からとても元気なｸﾗﾌﾞ、国際奉仕を一生懸命やっているｸﾗﾌﾞ、伝統的な正統派、多忙な若者も参加
している、新しくできたｸﾗﾌﾞ、IT を活用している、全員参加型、出席 100％をずっと維持している犬山のｸﾗﾌﾞ、
凄いなあと思いました。どのｸﾗﾌﾞもﾛｰﾀﾘｰのｸﾗﾌﾞとして間違いではないですから。「個性ある会員の集合体」、親
睦を命としている方、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟのある方、研究熱心な方、出席 100%の方、陽だまりになる方、こういう人はｸﾗ
ﾌﾞに必要です。人脈の多い方、講師を呼ぶのに困らない。汗かいてやる奉仕なら何でもやりますという奉仕命の
方、いろんな方がいます。いろんなものを認めあう、認めた後それを生かしていくことが必要ではないでしょう
か。同じようなﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞがあっても仕方ないですね。瀬戸には瀬戸の、豊橋には豊橋の、名古屋には名古屋、 



 
 

半田には半田という、地域に根ざしたｸﾗﾌﾞがあっていいのではないでしょうか。愛知県、何処へ行っても花壇 
の花が同じだというのは面白くもなんともありません。花壇の花が違うから綺麗で感動するのです。ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ
になるのです。 
皆さん方の今後の活動が、皆さん方にとってﾛｰﾀﾘｰにとってｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになるように今日から、今からｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮ
ﾝになりましょう。これでｶﾞﾊﾞﾅｰの卓話を終わります。ご清聴ありがとうございました。2018－2019 年度 RI 第
2760地区の村井總一郎ガバナーの地区活動方針をお伝えに参りました。 
本年度の RI 会長は、バハマ出身のバリー・ラシン氏です。彼の RI 会長テーマは、BE THE INSPIRATIONN（イ

ンスピレーションになろう）です。インスピレーションを直訳すると、第六感やひらめきですが、他に『鼓舞す
る』『刺激する』と言う意味があり、当地区ではこれを使い、インスピレーションを（   する）人になろう
と読み替えます。 
さあ皆さん今年一年、一人一人が私は（何々する）人に成ろうとの目標を作りそれに向けて進んで下さい。 
 『あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを！』が地区活動方針のテーマで、サブテーマ「ロ
ータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう」です。 
 
村井ガバナーは長年、地区の職業奉仕委員長を務められ、その集大成のテーマがこれと聞いています。自クラブ、
他のクラブの例会に出席して奉仕の理念を学び、あなたの街から奉仕の実践を示しましょう。 
ガバナーは、他のクラブの例会に出席せず、ネット等でのメーキャップに憂いています。そこで、地区は入会 3
年未満のメンバーが他クラブの例会に出席すれば、ビジターフィを補助するシステムを今年に限り作りました。 
他クラブの例会に出席して、他クラブの良い所を学びましょう。「分区内交流を活発にしましょう」。ガバナー訪
問の組合せも親子兄弟を変えて違う組み合わせにしました。これも分区内交流を活発に進める一環です。 
招待クラブは年が明けたらホストクラブを招待して交流を活発にして下さい。又、卓話者交換をして下さい。卓
話者リストは、各クラブに配布してあります。 
「工夫した例会を開催しょう」 笑いのある例会や、心に残る入会セレモニー、ロータリーソングの 2 番・3 番
を歌ってみましょう。今迄にない例会を企画してみましょう。他クラブの例会に出るとヒントに成る事がたくさ
ん有ります。 
「WFF に参加してポリオ撲滅に協力下さい」「ポリオ撲滅の例会を行って下さい」「ロータリーデーを行い市民に
PRしてロータリーへの関心を高め、会員を増やしましょう」 
My ROTARYの登録率を上げ、ロータリー賞、ガバナー特別賞に挑戦しましょう。 
最後に、貴クラブが、素晴らしいロータリー活動の一年を過ごされる事を祈念致します。そして、みんなでハン
ブルグの国際大会（2019年 6月 1日～5日）にハンバーグを食べに行きましょう。 
 
 

  

 

 

 

10 月 2 日(火) 10 月 9 日(火) 10 月 16 日(火) 10 月 27 日(土) 

 祝 福 

 卓話:委員会報告 

同週祝日振替休会 

  

 卓話:委員会報告 

  

ＷＦＦ 

(ワールドフード+ふれ愛フェスタ） 

( トヨタ博物館 )  ( トヨタ博物館 ) （久屋大通り公園） 


