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本日はガバナー公式訪問ということで、大谷
ガバナー、金沢ガバナー補佐、そして今年度地
区大会 RI 会長代理の鈴木様、菅原パストガバナ
ー、栗林地区幹事においで頂きました。
当クラブとしても初めての事でして、おそら
く他のクラブでもこのような事はないのではな
いかと光栄に思っております。ありがとうござ
います。
今日は 7 月 18 日にご逝去されました日野原重
明医師の資料をお手元に配布しました。ロータ
リーに通じるものが沢山あるように感じました
ので、その中の 1 つを読ませて頂き挨拶に代え
たいと思います。
日野原重明先生は皆さんもご存じのように、
105 歳で亡くなるまで現役医師として活躍され、
著書も多数、テレビにも出演されていました。
長生きの秘訣は 3 つの「V」だと先生はおっし
ゃっていました。
1 つ目の V は Vision(ビジョン)を持たなければ
ならないということで、今ではなく将来をどう
するかという方針を持ちながら、みんなと一緒
に行動をしていかなければならない。
2 つ目の V は Venture(ベンチャー)で冒険とい
う意味ですが、先のことを理解できる人間は少
ないが、希望を持って行動しよう。
3 つ目の V は Victory(勝利)で時代に何を引き
継ぐべきか吟味し、そのビジョンを次の世代に
引き継いで勇気ある行動を続けていくこと。

【出席報告者

幹

斉唱

君が代 四つのテスト

3 つの V を達成すると長寿でいられるという
ことだそうですが、ここにいらっしゃる方は既に
実践されていると思います。
100 歳、さらに 120 歳まで元気で、皆さんと
一緒に長生きできればと思っております。

幹事報告 杉本信一幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
地区補助金支給通知
会員増強・新クラブ結成推進月間リソース
案内
ガバナー月信 №13
ロータリー米山記念奨学会
財団設立 50 周年記念式典案内
相模原グリーン RC
例会変更通知
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創立記念日例会
「ライオンキング鑑賞」
９月 ８日（金） 移動例会
会場：中国名菜 敦煌
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へ移動
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鈴木宏 RI 会長代理紹介
菅原光志パストガバナー
このクラブにはガバナー時代に来まして、そ
れから 5 年ぶりです。
明るいクラブを作ってほしいという私の願
い通り、本当に皆さんは明るくて素晴らしいで
す。
RI 会長代理の鈴木さんは私と同期のガバナ
ーで宇都宮北 RC の方です。鈴木さんは本当
にロータリーのことに詳しくて勉強家です。
泌尿器科の医師でもありますが、一番素晴ら
しかったのは日本で一番最初に地区大会を行
いたいとガバナーになったばかりの 7 月に地
区大会を開催したことです。
また鈴木さんは、ポール・ハリスの生い立ち、
ロータリーの歴史を漫画にしてガバナー月信
に一年間掲載しました。
本当にロータリー活動には熱心で詳しいで
すし優しい方ですから、皆さん質問などありま
したら気軽に尋ねてみて下さい。

鈴木宏 RI 会長代理の話

菅原

光志

栗林

一郎様

様
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相模原南 RC

皆さん、こんにちは。6 月に RI からこちらの
地区の RI 会長代理の依頼がありまして、まず
は菅原さんに自分が受けていいのだろうかと相
談いたしました。菅原さんから大丈夫、楽しく
やろうという言葉を頂き、RI 会長代理となった
次第です。
私は生まれが山形ですので、訛りがかなりあ
ると思います。大学が自治医科大学でしたので
縁あって宇都宮で開業致しました。平成元年開
業ですので、30 年近くなります。ロータリー歴
は 8 月 1 日で 26 年目になりました。
先ほど菅原さんから紹介して頂きましたが、
ガバナー月信の総集編「初期ロータリーを顧み
て」をお持ちしました。家族にもロータリーの
事を知ってもらおうと漫画にして月信に一年間
掲載したもので、日本語版の他に英語、フラン
ス語版があります。
これは交換学生にロータリーの事を勉強して
もらうために企画したものなんですが、皆さん
も是非読んでみて下さい。
RI 会長代理になりまして、こちらの地区のガ
バナー公式訪問にお邪魔させて頂いて、ガバナ
ーの人となりを見させて頂き、友達になってゆ
ったりとした気持ちで地区大会に出席したいと
いう思いでやって参りました。
突然の訪問でご迷惑をお掛けしたと思います
が、今日はありがとうございました。
地区大会で会ったらよろしくお願いします。

ガバナー公式訪問
大谷新一郎ガバナー
本日は RI 会長代理の鈴木様、そしてエイドを
ご快諾頂きました菅原パストガバナー、本当にあ
りがとうございます。記念すべき公式訪問になる
であろうと緊張しておりますが、｢普通通りの公
式訪問を行うように｣という菅原さんのお言葉で
すので、そのようにさせて頂きたいと思います。
まず最初に 2017-18 年度 RI 会長イアン・ライ
ズリーさんをご紹介致します。
オーストラリアの公認会計士で大変大きな方
です。とてもにこやかで、我々の中に飛び込んで
来てくれる広い心をお持ちの楽しい方という印
象です。
1 月の下旬にサンディエゴで国際協議会があり
ましたが、その時も我々日本人のテーブルに 3 回
くらい来て下さり、お話をさせて頂きました。
ロータリーの友の 7 月号に奥様とご一緒の写真
が載っていて、ライズリーさんの紹介が記事にな
っていますので、それを読んで頂くと詳細がわか
ります。奥様もガバナー経験者ですのでご夫婦で
ガバナーになられています。
今年度のテーマは「ROTARY：MAKING A
DIFFERENCE」日本語では「ロータリー：変化
をもたらす」です。この：(コロン)の解釈が大事
だと思っています。記号ですが、「ロータリーは
変化をもたらす」と「ロータリーに変化をもたら
す」という二つの意味を持っていると思います。
一週間、イアン・ライズリー会長の教えがあり
ましたが、終始一貫して「変化」という言葉がキ
ーワードでした。変化をもたらすのは他人に対し
てもですが、自分も変化していかなければこの世
の中、このロータリーのリーダーとして不適格と
いうことです。

国際協議会には 539 地区の 539 人のガバナー
がサンディエゴに集まったわけですが、この時に
いかに女性会員が多いかということがわかりま
した。539 人のガバナーのうち、2 割の約 100 人
が女性ガバナーです。このような状況の中で日本
のロータリーは遅れているというか、女性が少な
いということを本当に感じました。
私は目標として 6 項目を挙げましたが、わかり
やすいよう短い言葉に集約しました。
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 クラブは 2 名以
上を継続。
2） 戦略計画の実行
公共イメージと認知度の向上(メディアとの
連携)を重点に。長期計画目標と実行(10 年後
のイメージ)
3） 寄付のお願い
R 財団(奉仕活動への資金源)目標年次寄付
200 ドル以上／1 人恒久基金 1,000 ドル以上
クラブポリオ 40 ドル以上（撲滅まで理解）
地区補助金・グローバル補助金の積極的利用
米山奨学金 20,000 円以上
1 つお願いですが、財団の寄付という言葉の
イメージを変えてもらいたいのです。寄付金
は 3 年後に 100％皆様の所に戻ってきます。
地区補助金・グローバル補助金として有効に
使って頂くための奉仕活動資金という貯金だ
と考えて頂きたいと思います。
4） RI 会長賞(3 つの戦略的目標のうち各 4 項目)
5）マイロータリーの登録率向上
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
ラブの総意で決定して頂き、クラブの活性化
また、魅力あるクラブ作りのために利用して
頂きたいと思います。

スマイル委員会
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本日ガバナー公式訪問で参りました。個人的には津久井中央さん、私大好きです。よろしくお
願いします。鈴木 RI 会長代理様、菅原 PG 様、遠路お越し頂きまして、ありがとうございます。
ガバナー公式訪問にお邪魔いたしました。鈴木会長代理、菅原 PG、宜しくお願いします。また、
地区大会も併せてお願い申し上げます。
本日は大谷新一郎ガバナー公式訪問例会にメークアップさせて頂きます。宜しくお願いします。
5 年ぶりにおじゃまします。皆様お元気そうで、よかったです。
久し振りに本当に久し振りに伺いました。日頃、佐藤パスト AG、小山副幹事には大変おせわ
になっております。

本日ガバナー公式訪問にあたり、大谷ガバナーをはじめ、ゲストの皆様にもり立てて頂き、
私にとって記憶に残る 1 ページになりました。皆様、大変ありがとうございました。また
会員の皆様、お疲れ様でした。まだ始まったばかりです。目標に向かって増強頑張りまし
ょう！
杉本信一会員
大谷ガバナー、公式訪問ありがとうございます。一年間我クラブ全員で応援したいと思い
ます。
八木 勉会員
鈴木 RI 会長代理、菅原 PG、栗林地区幹事、大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、ようこそ
お越し下さいました。これからもよろしくお願い致します。
井上 旭会員
大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、鈴木 RI 会長代理、菅原パストガバナー、栗林地区幹
事ようこそ遠路お越し下さいました。本日は宜しくお願い致します。
沼崎善充会員
大谷ガバナー、本日はお疲れのところ、遠い津久井までありがとうございました。
小川洋一会員
大谷ガバナーをはじめ、大勢のビジターにおいで頂き、大変ありがとうございます。よろ
しくご指導をお願い致します。
水野 茂会員
スマイル委員長に短くするように言われたので、これで終りにします。
小山里枝会員
ガバナー公式訪問、大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、そして宇都宮北ロータリークラブ
より RI 会長代理鈴木宏様、鎌倉ロータリークラブより菅原パストガバナー、地区幹事栗林
様、ようこそ津久井中央までお越し下さいました。遠路をありがとうございます。きょう
はとても緊張しております。どうぞ宜しくお願いいたします。
田畑和久会員
本日は大谷ガバナーをはじめ、大勢のお客様をお迎えして、久しぶりににぎやかな例会の
雰囲気が味わえました。今年度は、増強委員長が佐藤祐一郎会員なので、地区役員の活動
と合わせこのくらいの会員人数になるように｢頑張って｣くれると思います。ガバナーから
もハッパをかけていただくよう、よろしくお願いします。
具 尚禮会員
スマイル終わったから、スマイル(^_^)
高橋幸一会員
大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、鈴木 RI 会長代理、菅原 PG、栗林地区幹事、ようこそ
お越し下さいました。風邪が治るようにスマイルします。
吉野賢治会員
鈴木 RI 会長代理、菅原パストガバナー並びに、大谷ガバナーを始め、地区役員の皆様、
ようこそお越し頂きました。大谷ガバナーとは 1997 年の会長幹事会以来、今でも OB 会
を行っている仲です。OB 会の誇りに思っています。忙しいですが、体に気をつけて下さ
い。8/27 を楽しみにしています。今日ははちみつ(8 月 3 日)の日です。はちみつを食べて
老化防止と脳の活性をはかりましょう。
佐藤祐一郎会員 大谷ガバナー、金沢ガバナー補佐、本日はありがとうございます。鈴木 RI 会長代理、菅
原パストガバナー、栗林幹事、ようこそいらっしゃいました。皆様のために本日は特別弁
当でございます。
前沢弘之会員
大谷ガバナー、本日はありがとうございます。皆様、遠路お運びいただき、ありがとうご
ざいます。森田会長をはじめ幹部の方々、緊張、お疲れ様です。もしかして一番緊張した
のは大谷ガバナー？？
山﨑和彦会員
大谷ガバナーを始め、大勢の偉い人達をお迎えして公式訪問例会が出来ました事、感謝と
お礼を申し上げます。大谷ガバナー、これから 60 数か所の公式訪問、体に気をつけて頑
張って下さい。

