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本日は、ＲＩ第２５６０地区ガバナー、神成粛一様をお迎えしての
公式訪問例会でございます。残暑厳しく、激務の中、また、選挙真っ
只中にお越を頂きまして、会員一同、心から感謝致しまして歓迎申し
上げる次第であります。
私事でありますが、ガバナーとは奇しき御縁で、出身大学が同じであ
りまして先輩であられます。何かにつけて、御指導を頂いております。
さて、本年度、ＲＩのテーマは｢超我の奉化｣であります。このテー
マは、原点への回帰であり継続性であります。ＲＩ会長 カール・ヴ
ィルヘルム・ステンハマー氏は２００５～０６年度、主な強調事項と
して、識字率向上と水保全・保健・飢餓追放、加えて公共イメージの
向上をあげておられます。
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会員増強については、各クラブ純増 1 名かそれ以上の達成を依頼すると、それにより年度内に３万人の増加が
計れる、また、女性会員の問題として、世界は５２％の女性と４８％の男性から成り立っている、しかしながら、
ロータリーの女性会員は１５％以下、日本においては３％以下であると。
これらの事をふまえて、神成ガバナーは｢和｣をモットーとされ、キーワードを｢温故創新｣、重要事項としてクラ
ブの活性化、ロータリー情報の充実を掲げられました。
私共三条南クラブは、本年をロータリー新世紀元年と考え、組織の見直し、すなわち原点への回帰と考え、会
員相互の理解を深め、南ロータリーに入会してよかったと感じられるクラブにと考えております。
また、今までは否定的でありました女性会員増強につきましては、一歩も二歩も踏み出した積極的な方針で望み
たいと考えております。
どうぞこの一年宜しく御指導下さいますようお願い申し上げます。

幹 事 報 告

船久保

孝志 幹事

●被拉致日本人救出の会より 「北朝鮮に経済制裁を求める『１万人国民大集会』
」の協賛、支援お礼
※８月１０日当日は７，０００人が参加

ロータリーの友

９月号

紹介

松崎 孝史 会員

＊『友』横組み Ｐ１６ 「今、子どもたちのためにロータリアンができること」に
我が南クラブの馬塲信彦さんが書かれた記事がトップに掲載されています。
・・・連綿と続く家庭の結びつき、絆を教えられました。
＊８月号ですが、縦組みＰ２１ 友愛の広場に掲載されていた「さざれ石発祥の地 千里の浜」を紹介
致します。
「さざれ石とは、石灰石が雨水に溶解し、その石灰分を含んだ水が、時には粘着力の強い乳状体となって
地下に小石を終結し次第に大きくなる。やがてそれが地表に出て国歌に詠まれている如く千代八千代年
を経てさざれ石となり、苔のむすという実に壮大で景観な石である。」
・・・私たちの人生に置き換えても通じるところがあるような感じがします。

～９月 ５日 ￥５２，０００ 今年度累計 ￥２４０，０００～
神成粛一様（ガバナー）
本日は、公式訪問にお伺いしました。宜しくお願い致します。
片山 弘様（アシスタントガバナー）
実り多い公式訪問になりますことを祈念して。
佐藤（栄）君
３８年目の公式訪問、神成ガバナーをお迎えして、御指導よろしくお願い申し上げます。
船久保君
神成ガバナー、片山アシスタントガバナーを歓迎して。
吉田（秀）君
ガバナー、アシスタントガバナー 御苦労様です。１年に１回の例会、緊張して勉強します。
馬塲（信）君
神成ガバナー公式訪問有難うございます。ご指導宜しくお願いします。
西巻君
○ガバナーをお迎えしてＢＯＸに協力致します。
○米山奨学ＢＯＸへのご協力をお願いします。

田中（久）君
長谷川君

神成ガバナーをお迎えしての公式訪問、よろしくお願い申し上げます。
神成ガバナーのご来訪を歓迎して。ガンバレ！佐藤会長、引き続き銘調子を期待して。

相田君、赤塚君、安達君、荒澤君、飯山君、石山君、大久保君、岡村君、嘉瀬君、木原君、坂井君
坂本君、佐藤（嘉）君、白倉君、鈴木（圀）君、鈴木（武）君、住谷君、田代君、田中（正）君
田中（悌）君、谷君、坪井君、西野君、韮澤君、野崎君、野中君、野水君、馬場（一）君、馬場（茂）君
広岡君、星野君、松崎君、丸田君、丸山（徹）君、丸山（征）君、山村君、吉田（衛）君、若井君
神成ガバナー、片山ＡＧ
大原君

ようこそ！

歓迎申し上げます。

神成ガバナー、片山ＡＧを歓迎して。
皆様のニコニコボックスへのご協力に感謝致します。有難うございました。

「超我の奉仕」

国際ロータリー

ガバナー

第２５６０地区

神成

粛一

様

昨年は大変な災害を受けられましたこと、先ずもってお見舞
い申し上げます。
また、只今は米山奨学やロータリー財団へのご協力有難うござ
いました。目標を達成するのもガバナーの役割の一つです。あ
りがとうございました。
ノーベル平和賞をもらったマザー・テレサの言葉に、
「二つ
の飢えた国がある」というのがあります。一つはアフリカで、
物質的な飢えた国、もう一つは日本で、精神的に飢えた国であ
るというのです。最近の出来事を見ますと、既に日本の将来を
感じられていたのかと思います。識字率の高い国が必ずしも幸
せな国ではないということです。日本の現状は厳しいものであ
ります。
２月１６日に開催されたロータリー国際協議会に出席しての感想ですが、
「超我の奉仕」は大標語で、永遠のテ
ーマ、継続性の中で国際ロータリーが抱えていく言葉で、意義深い言葉だと感じました。
今年度はコペンハーゲンで国際大会が開催されますが、継続性の中で識字率の向上の問題は見過ごせません。
アフリカから最初のＲＩ会長になられた国、ナイジェリアは石油大国ですが、貧富の差が大きく、識字率はうま
くいっていない。一番の問題は、識字率が出生率に関係することです。識字率が低いところは出生率が高い、人
口の増加で地球が耐えられないという問題にもなる。識字率の問題は、グローバルに考えると大変な問題だと思
います。
水の保存については、最近ＮＨＫテレビで放送されました。国連のアナン事務総長はノーフィクチャー、ノー
ウォターと言っています。世界的に水そのものの危機が叫ばれています。アフリカでは、水を求めて難民となり、
１～２日してようやく得られるという状況です。水そのものは農業用に７０％使っています。人口の増加とその
食料に対応するには大きな問題です。日本は食糧の自給率は低く農産物を輸入しています。農産物を輸入するこ
とは水を輸入するのと同じことです。アメリカの穀倉地帯であるカリフォルニアでは、何千年もかかって蓄えた
地下水を１０～２０年の短期間で使い果たしています。日本はそれに荷担しています。水の保存の問題も識字率
の問題についても日本人の意識が高まらない。日本は明治時代から識字率が９９％であるが日本だけの問題、そ
の国だけの問題ではない。水の保存の問題も継続性や教育が必要である。しかもそれらの問題はロータリーだけ
では解決できない。ポリオ・プラスのようにＷＨＯやユニセフ等その他の団体との協力、連携が必要であるとの
訴えは正しいと思います。クラブにおいても地区と地区、地区とクラブ、クラブとクラブ、クラブと会員、会員
と会員、会員と青少年というようにそれぞれが協力し合ってやっていただきたい。
先日、シカゴ大会が開かれました。参加者は３９，４６０人でした。会員増強については、純増１名というこ
とです。これは簡単なようで難しい問題です。しかし、会員増がないと奉仕活動もできないしクラブも活性化し
ません。ぜひ、純増１名に努力をお願いします。女性会員と若い世代について、時間的制約があって難しいこと
もありますが、その制約を打開する知恵が必要であると思います。全５２９の地区の内、女性ガバナーが６９名
（前年４０人）と増加しています。日本では女性の割合は３％であり、入っていただける環境をつくっていただ
きたい。

会長は、青少年プログラムについて、青少年交換学生の受入については努力が必要であるが、青少年の交換は
世界平和に役立っているので努力をお願いしたいとのことです。
ロータリーの友については、ロータリアンのテキストになっており、活動の鑑です。興味深い記事も多いので
読んでいただきたい。
近く地区大会が開かれます。多数参加していただけるとのこと有難うございます。ＲＩ会長代理として３７０
０地区、韓国からお見えになります。
最後に、ＲＩ国際協議会での研修リーダーの言葉を紹介します。
現在の人類の統計比率をきちんと織り込んで、全世界を１００人の村に縮小するとどうなるでしょうか。
その村には、５７人のアジア人、２１人のヨーロッパ人、１４人の韓国・アメリカ人、８人のアフリカ人が住
み、５２人が女性、４８人が男性。７０人の有色人種、３０人が白人。７０人がキリスト教徒以外の人、３０人
がキリスト教徒。６人が全世界の富の５９％を有し、８０人は居住区画が標準以下の居住区画に住み、７０人は
文字が読めません。５０人は栄養失調に苦しみ、１人は瀕死の状況にあります。
もし、このような縮小された全体図から私たちの世界を見るなら、相手をあるがままに受入れること、自分と
違う人を理解すること、そして、そういう事実を知るための教育がいかに必要であるかは火を見るよりも明らか
である。これらの事実から、次のような視点からじっくり考えてみたいと思います。
もし、あなたが今朝目を覚ましたとき病気でなく健康だと感じるなら、あなたは今生き残ることのできないで
あろう１００万人よりも恵まれています。
もし、あなたが戦いの危険や投獄される孤独や苦悩、あるいは飢えの危機感を一度も体験したことがないなら、
あなたは世界の５億人の人たちよりも恵まれています。
もし、冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、寝る場所があるのなら、あなたは世界の７
５％の人たちよりも裕福で恵まれています。
もし、銀行に預金があり、財布にお金があり、家のどこかに小銭の入った入れ物があるのなら、あなたはこの
世界の中で最も裕福な上位８％の内の一人です。
もし、このメッセージを読むことができるなら、あなたはこの瞬間２倍の祝福を受けるでしょう。なぜなら、
あなたのことを思ってこれを伝えている誰かがいて、その上、あなたは全く文字を読めない世界中の２０億人の
人々よりずっと恵まれているからです。
もし、全世界が１００人のロータリアンであったならば、世界に戦争、紛争は起こらないでしょう。
という研修リーダーの言葉を紹介して使命を果たしたいと思います。

□委員会事業計画発表
１．会員増強委員会
・・・
鈴木 武
２．出席委員会
・・・
馬塲信彦
３．親睦委員会
・・・
野中 悟
４．雑誌委員会
・・・
住谷哲雄
５．クラブ会報委員会
・・・
吉田 衛
６．職業奉仕委員会
・・・
佐藤嘉男
７．社会奉仕委員会
・・・
嘉瀬 修
８．国際奉仕委員会
・・・
安達 裕
９．ロータリー財団委員会 ・・・
丸田肇一
１０．米山奨学委員会
・・・
西巻克郎
１１．新世代奉仕並びにライラ委員会・・・赤塚 寧
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委員長
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於：ＶＩＰグランドホール

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。
Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか
Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか
Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか
Ｑ７ その他お話したいことはありますか

Ａ：４６歳
Ａ：映画・ゴルフ
Ａ：２３歳
Ａ：今と同じ
Ａ： 海外移住
Ａ：初めてＩＭの報告を話した時
Ａ：特になし

どなたかおわかりになりましたか？
答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。
また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。
線画に戻る

