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Be a gift to the world
心からあたたまる、
お接待をしよう
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本日は 山田ガバナー、清岡ガバナー補佐、随行員
の皆様ようこそお越しくださいました。
後ほど山田ガバナーからお話をいただきますが、今
日はやっと当クラブにも専用のパソコン、プロジェクタ
ーが揃いました。
当クラブの刈谷会員には大変お世話になりました。
また、ホームページの開設できましたので皆さんで
ゆっくりとご覧になってください。
それでは本日もよろしくお願いいたします。

幹事報告
本日の報告
ペナントの交換
・誕生日祝い、国澤 忠司 会員
・短期交換留学生の御礼と皆勤賞の贈呈
二宮 邦江 会員
・新入会員に襟章贈呈 山本登志夫会員
一言、始めまして山本登志夫といいます。
仕事は保険の仕事をしております。
右も左もわからないことだらけなので
皆さんにご迷惑をおかけするかと思いますが
末永くよろしくお願いいたします。

●国旗儀礼 本日の歌：奉仕の心
●ビジター紹介：
2670 地区ガバナー：山田戒乗様
ガバナー補佐：清岡豊様
随行員：鹿子恭志様、後藤浩久様、
泊健一様

Today’s lunch

今 後 の 予 定
今 後 の予 定

9 月 8 日(火) 月見夜間例会
9 月 1 日(火) 例会(誕生日祝い)
理事会
卓話：溝渕 博巳 会員
8 月 25 日(火) ロータリー休日
8 月 22 日(土) 午後 3 時 鮎の会
8 月 18 日(火) 情報集会発表
(家庭記念日祝い)
8 月 11 日(火) お盆休会
その他の予定はわかり次第お知らせします。

例会情報
国際ロータリー第 2670 地区
2015-2016 年度ガバナー
山田 戒乗 様
卓話

ガバナーの山田戒乗でございます。
こんな美味しいご飯を短時間で食べるより 2 時間くらいかけてゆっくり食べたいものです。
今日はガバナー訪問ということで、私のほうからは協議会の実行委員長の鹿子と、現在徳島クラブの幹事の
後藤と、米山記念奨学委員長の泊の３人がお邪魔しております。
ロータリーでガバナーとはラビ会長の手下 535 人のうちの一人、日本では 34 人のうちの一人ということになり
ます。今日始めて今まで回ったところで初めてスマートな計画書が出まして、その中に協議会で話してことを
書いてくれています。
その中にスダマとクリシアの話がございます。
幼友達で片方は王様で片方は貧乏人で、貧乏なスダマが王様のクリシアのところに援助を求めにいきまし
た。
インドは貧しいものが富めるものから物をもらうのは恥ずかしいことではない。
日本人とは違うところ、イスラムの世界でもコーランの中に富める者は貧しいものを助けなければならないと
あります。
もらうことは当然だというそういう風な文化がインドから西のほうにある。
そのように援助を求めるため、自分の一番大事な、子供に食わすためのくず米を持っていったところ、
旧友をあたためて、くず米を食べて帰途に就いた。二人で楽しく食べた、家に帰り着いたところ豪華な家で子
供たちはご馳走を食べて待っていた、という昔話がヒンズー教の昔話にあるそうです。
また、高野山の貧者の一灯 という高野山の奥の院に灯篭があり 貧しい者が自分の髪を切ってささげた。
心がこもっているわけだが、一方、長者の万灯という言葉があって、あるとき風がふいて万灯は消えたが、
貧者の一灯は消えなかったという話がある、心をこめて一生懸命になることが大事なことだということ。
ＲＩのテーマに Be a gift to the world 世界のプレゼントになろう というテーマがある。
ギフトがなぜプレゼントと約されるのか？
英語のわかる人に、予備知識のない人にこの違いを聞くと
神の恵まれものとか外国に支援するという場合はギフト、クリスマスや隣人や会合などでの贈り物はプレゼン
トということにとなる これはおかしいのではないかというときに四国にはいい言葉がある
それは、お接待。お接待の心があれば Be a gift to the world が可能になる。
ということで、「心あたたまる、お接待をしよう」という今年の方針にさせていただいた。
ガバナーとしての話は、マイロータリーに今年からアクセスしてログインしてください。
詳細は事務局に聞いて マイロータリーを使うようにしてください。
マイロータリーはロータリー手帳の一部が変更となって、ロータリアン同士で商売が可能となる
現在は北米のみだか、海外で活躍される方は一度参考にして欲しい。

ポールハリスが始めた頃は、会員同士で原価取引をして設けた分を記録掛かりが発表していたが
長続きしないということで十年もしないうちに次は奉仕をしようとするグループと現状維持のグループの
対立が起こり出したときハリーラグレスという印刷業の人が歌を歌い始め現在のロータリーソングにつながっ
ている。
そこにセルドンという先生が入会し、1902 年にサービスすることが成功につながるということを唱えはじめた。
こちらの支配人から顧客満足度を上げることがセルドン先生の教えそのもの！
この精神がロータリーの最初の精神。
このクラブのメンバーはもう少し会員を増やしたほうがいいと思います。
こんな素晴らしいホテルでやっているので、人数が多いほうが経営的に楽になります。
この 10/6 には「拡大と研修セミナー」を開催しますので是非ご参加ください。
日本は 3 つのゾーンがあって、西は 3 ゾーンで 1 ゾーンが足りない。
1 ゾーンあたり 35,000 人としているので、２ゾーンα位しかいない、足すと 88,000 人しかいない
本来は 105,000 人が必要、一番多いときは 130,000 人いた。
ゾーンの中で理事が割り当てになるのだが、現在国際ロータリーの理事が一名になった。
今の理事は杉谷さんという人で、去年までは北さんと 2 名体制だったが、今はそういうことになっている。
今月のロータイの友は「阿波踊り」とともに世界の人数が入っていて、一番多いのが米国、その次はインド
3 番目が日本、次が韓国 台湾は 9 番目となっています。
数が少ないと宮城と岩手が合区されてしまう、次に懸念されるのが青森と秋田で少なくなると合区される。
最後に国際ロータリーが目的としているのが、エンドポリオ。
伝染病で克服できたのは天然痘だけ。
昔ポリオはクラスに何人かいた、従兄弟にもポリオの人がいて、若いときは元気だったのが
70 歳になると杖が必要になってくる、無理をして体を使うことになる。
昭和 35 年に 5000 人ポリオが出たので、ソ連から生ワクチンを輸入してほぼ撲滅させて。
パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアにはまだある。
ラビ会長はタミール人でお母さんがポリオで車いす生涯を終えた。
スリランカの内乱時に少数のタミール人と多数派のシリハリ人があって、双方の話し合いで一日停戦時に
生ワクチンを投与することになった、その停戦書をつることができたのは、相手も字が読めたから
我々も目的としている識字率や衛生状態の問題等、ロータリー基本にかかわる色々な問題がでてくる訳で
す。
エンドポリオも隣のガバナーからいただいた帽子をかぶって、ポリオ撲滅に向かって 財団寄付の一部に
ポリオと記入していただければそちらのほうに回りますのでお願いしたいと思います。
本日はご静聴ありがとうございました。
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山本登志夫会員 入会のあいさつ

ペナントの交換

誕生日祝い、国澤 忠司 会員

山田ガバナーから襟章の贈呈。

短期交換留学生の御礼と皆勤賞の贈呈
二宮 邦江 会員

例会風景

●ニコニコ箱(8 月 4 日) 寄付をいただいた方々。(順不同)
山田戒乗ガバナー、随行員ご一同様、随行員 徳島 RC 泊健一様
小林津月会員、近藤善資会員、二宮邦江会員、尾田安広会員、岡﨑秀仁会員、國澤忠司会員
山下等会員、壬生邦昭会員、西川義章会員、小川龍明会員、清水敏博会員、片岡由紀夫会員
田岡一徳会員 以上。

2670 地区

2015-2016 年度 ガバナー公式訪問

記念写真

