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2018 年 9 月 6 日（木） 第２８１８回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 ガバナー公式訪問
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」「ガバナー歓迎の歌」
◇会長挨拶

◇四つのテスト唱和［大竹会員］

◇幹事報告

◇卓話 「ガバナー公式訪問卓話」 ＲＩ第 2780 地区ガバナー 脇洋一郎様
◎ゲスト・ビジター紹介
ガバナー 脇洋一郎様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） ガバナー補佐 生駒
秀之様（綾瀬ＲＣ。写真⇒）
◎幹事報告
◇国際ロータリーより ロータリーの学友
向けニュースレター「リコネクト」2018 年 8 月
◇ガバナー事務所より
*地区資金会計報告書
*青少年交換学生募集【クラブ用確認事項】 *青少年交換学生
候補に関する確認書
*ミャンマーの国際奉仕に関する卓話について
◇社会福祉法人神奈川県共同募金会より "赤い羽根"共同募
金への協力のお願いと冊子『あかいはね』
◇茅ヶ崎市保健所より 平成 30 年度薬物乱用防止講習会の開
催について(通知)
*10/9(火)14:00～16:00 *茅ヶ崎市民文化会館小ホール
*演題…薬物依存症者はどうして孤立するのか!?

*講師‥・田

代まさし氏 金子晋也氏
◇タウンニュース

左）岩澤会長と脇ガバナー

クラブ協議会での発言者。吉
田・加藤・和田・澤邑・加瀬・
杉田の各会員

スマイル報告 伊藤和明会員
脇洋一郎様（2780 地区ガバナー・茅ヶ崎湘南ＲＣ）本日の公
式訪問よろしくお願いします。皆様にお会いすることを楽し
みにしてまいりました。
生駒秀之様（第４グループガバナー補佐）本日はガバナー訪
問宜しくお願い致します。
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 脇洋一郎ガバナー、生駒秀之
ガバナー補佐、ガバナー公式訪問ありがとうございます。本
日は宜しくお願い致します。
田中賢三君 “脇ガバナー わき目も振らず ロータリー”
本日はよろしくお願い致します。生駒ガバナー補佐、本日も
よろしくお願い致します。
伊藤留治君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそお越
し下さいました。卓話・クラブ協議会共によろしくお願い申
し上げます。
吉田恵子君 ガバナー脇様、ガバナー補佐生駒様ようこそ。
脇様卓話楽しみにしております。日本中が天災で大変ですね。
今日一日をせいいっぱいがん゛ばりたいと思います。
池上 實君 脇地区ガバナー公式訪問御苦労様です。御指導
よろしくお願い致します。
杉本行廣君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、本日はようこ
そ。お役目ご苦労様です。
山口利通君 脇ガバナー、本日はご苦労様です。ついに夢が
叶ってよかったですね。
加藤 寛君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、重任です。一年
間健康に留意してください。
澤邑重夫君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそ。本日
はよろしくお願いいたします。ところで土日は家族４人で大
滝の前にある露天風呂に行って来ました。昭和の温泉をめぐ
る旅はとても楽しく、嫁さまも大喜びであります。
成田栄二君 ガバナー公式訪問、脇Ｇ、生駒ＡＧよろしくお
願いします。
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和田幸男君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、よろしくお願い
致します。
杉田祐一君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそいらっ
しゃいました。卓話・フォーラムよろしくお願い致します。
大箭剛久君 台風が杉田と思ったら、北海道の地震と災害が続
いています。９月１日は防災の日でしたが、関東大震災から 95
年も経つんですね。「天災は忘れた頃にやって来る」― 日頃
から防災意識を喚起したいものです。
加瀬義明君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそいらっ
しゃいました。卓話よろしくお願い致します。
富田桂司君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそいらっ
しゃいませ！本日の卓話、懇談会よろしくお願い致します。
北村公子君 ガバナー脇様、ガバナー補佐生駒様ようこそ。お
世話になります。よろしくお願い致します。
杉本剛昭君 ガバナー脇様、ガバナー補佐生駒様ようこそお越
し下さいました。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
再来週、関空を利用する予定なのですが、現在不安でいっぱい
です。一日も早い復旧を切実に願っています。
木村信一君 脇ガバナー、生駒様、ようこそいらっしゃいませ。
岩澤淑江君 生駒様ようこそおいでいただきました。脇様、卓
話楽しみにしております。
小澤雅彦君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、茅ヶ崎ＲＣへよ
うこそ！先日は素晴らしいフルート演奏を拝聴しました。いつ
か生で聴けるのを楽しみにしております。
橋本正一君 豪雨・台風・地震と大きな自然災害が続きます。
お互い様の精神で助け合いましょう。
橋本祐一君 脇ガバナー様、生駒ガバナー補佐様、茅ヶ崎ＲＣ
へようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしております。
石田貴一君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそお越し
いただきました。
小八木隆男君 脇ガバナー、生駒ガバナー補佐、ようこそいら
っしゃいました。本日は宜しくお願い致します。
伊藤和明君 脇ガバナーのお話を聞くのは 30 年前の JC 以来
です。楽しみです。
［本日 28 件、37,000 円です］

ガバナー公式訪問 卓話［概要］
RI 第 2780 地区ガバナー 脇洋一郎様
入場に際して、ガバナー歓迎の歌で迎えて頂き、これで
公式訪問 32 クラブ目ですが、これほど感激した入場は初
めてです。ありがとうございました。
先程岩澤会長と話していて、思い出したことがあります。
子供の頃に住んでいた私の家の前に、岩澤さんのおじい様
の「くまじ」の店がありまして、私は岩澤さんのお母様と
一緒に恵泉第一幼稚園に通っておりました。そのすぐそば
に大箭さんのご両親が営まれていた金物屋さんがあり、北
側には長くこちらの会員でいらした馬場生花の馬場さんの
お店、もうちょっと駅寄りに行きますと、茅ヶ崎小学校の
前に小室さんのお店がありました。多くのロータリアンの
皆さんに囲まれて幼少の時期を過ごしました。それが今の
ことと結びついているのかどうかはわかりませんが、たい
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へん懐かしく思い出されます。
さて、今年 1 月 14 日から 21 日まで、アメリカのサンデ
ィエゴで開催されました 2018 年ＲＩ国際協議会に参加し
てまいりました。この会議の目的は世界の 539 の地区から
のガバナーエレクトを集めて、次年度に向けてのＲＩのテ
ーマの説明と実施、ＲＩ最新の優先項目と推進活動に関す
る最新情報の提供を行うことにあります。ガバナーエレク
ト本人だけでなく、そのパートナーも含めたたいへんな大
人数でやることになります。女性ガバナーエレクトが 110
名参加しておりました。率にして 20％、日本からは 34 名
のガバナーエレクトのうち 1 名が女性、3%ですね。世界で
はそれだけ女性が活躍されているということです。
初日に本会議があり、バリー・ラシンＲＩ会長エレクト
の講演がありました。ラシンさんはカリブ海のバハマ諸島
の出身ですので、テーママークが波の模様が入っていまし
て、テーマカラーもオーシャンブルーです。ラシンさんは
冒頭で次のように話されました。効果的かつ効率的に奉仕
する。意義があり、持続可能な方法でより多くの人にへ変
化をもたらす。先人たちの活動の上に、将来のための堅固
な土台を築く。ロータリーの活動が成長し続け、世界に役
に立つようにすることが大切である、と。
続きましてビジョン声明というものを発表されました。
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自
分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びと
が手を取り合って行動する世界を目指しています」。「持続
可能な変化」というのは、変化し続けるというところに強
調が置かれています。持続可能な変化がなぜ必要なのか、
次のように話されました。
「全世界のロータリー会員はここ
20 年ほど 120 万人程度で低迷しています。成長しておら
ず、会員の高齢化が進行しています。活動を通じて変化を
もたらすための知識や意欲を持たないクラブが多すぎま
す」と。会員数は変化していませんが、その構成は変わり
つつあります。欧米・日本といった先進国の会員数は減少
しています。日本も最盛期の 13 万人、現在は 9 万人弱と
いったところです。増えているのは発展途上国のインド、
アフリカ、南アジア、中南米といったところで、援助を求
めている国のロータリアンは増えていて、援助する側は減
っていることになります。ＲＩとしては、古いクラブが自
分の殻に閉じ籠った“クラブファースト”になってしまう
と、現在ロータリーが掲げている世界的課題に対応するこ
とが出来ないので、古いクラブが変わらなければならない、
ということからこの方針を打ち出したのです。
次に今年度のテーマである“Be The Inspiration”です
が、昨年のテーマである“Make a Difference”に続いて傾
向が変わってきました。それ以前はずっと人道的なテーマ
でした。要するに、皆さんが自ら考えて新しい発想で新し
い奉仕活動に取り組んで欲しいということではなかろうか
と考えます。
「インスピレーションになろう」というのは、
それぞれの方がそれぞれにお考え頂いて、そのいろいろな
考えを持ち寄って、それをクラブに生かすということで、
それが出来れば、テーマの意味はあったのだと思います。
★卓話音声は当クラブホームページよりお聴き頂けます

