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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 4 号 通巻第 2655 号 

第 2655 回例会 

２０１４年（平成 26 年）７月 22 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「それでこそロータリー」

幹事 

海鮮中国料理「かのと亭」

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

並木孝治理事・副幹事、 

管理運営委員長 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

「ロータリーの十徳」 

京都 RC の元会長、西村大治郎氏の作になるロ

ータリーの十徳というのがあります。 

１． 視野が広くなる。  

２． 行儀が良くなる。  

３． 人柄が謙虚になる。  

４． 顔がきれいになる。  

５． 仕事が几帳面になる。  

６． 社交的になる。  

７． 話題が豊富になる。  

８． 話術が上手になる。  

９． 童心にかえる。  

１０． 良い友達に恵まれる。  

また、別府中央ロータリー・クラブ元会長の鳴海

淳郎（じゅんろう）氏の「ロータリー礼賛」では、７つ

のロータリーの効用が述べられています。 

１． ロータリーは心の友をつくる 

２． ロータリーは人をつくる 

３． ロータリーは信用をつくる 

４． ロータリーは感動をつくる 

５． ロータリーは夢をつくる 

６． ロータリーは青春をつくる 

７． ロータリーは平和をつくる 

 

いずれも、その通りだと思います。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 １０月２日（木）ガバナー公式訪問です。12：

30 点鍾、全員出席でお願いします。 

例会後はクラブ協議会です。 

 茂原中央ロータリークラブからのお知らせ

です。８月２日（土）12：00～プラザ平安茂

原にて、各委員会の事業の勉強会がありま

す。会費 2,000 円です。講師は堀純一郎さ

ん。７月２９日（火）までにお申し込みくださ

い。 

 八街ロータリークラブより例会変更のお知ら

せです。７月２９日（火）17：30～。８月５日

（火）１２日（火）休会です。 

 先週お配りした７月１５日付週報の内容変

更がありましたので差し替えをさせていただ

きます。 

 移動例会は７月２９日（火）18：00 点鍾、会

場は「まるに」です。当日は送迎バスのご用

意があります。17：30 に東金商工会議所駐

車場を出発しますのでご利用の方はお集ま

りください。 

 ロータリー名刺の原稿の件ですが、まとまり

ましたら注文します。 

 

 

 

第２６５４回例会の記録 ＜７月１５日＞ 
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◆委嘱状伝達 

 
平間陸生 
理事、副会長、職業奉仕委員、親睦活動委員 
 
 

 
原島和雄 
理事、副 S・A・A、社会奉仕委員長、親睦活動委員 
 

 

◆お客様あいさつ 

土屋利夫 様 

前ガバナー補佐（大原ロータリークラブ）

 

 みなさんこんにちは。直前ガバナー補佐を務めさ

せていただきました、大原ロータリークラブの土屋

でございます。本来ならば、年度内にお邪魔いた

しまして皆様方に深く感謝の意を申し述べるところ

でございますが、次年度の役と重なることもござい

まして、東金ロータリークラブ様に限って年度を越

えてしまい、今日このようなお時間をいただきご挨

拶をさせていただくことになりました。 

 ２０１３-１４年度ロン・バートン RI 会長は 

 

今日、ロータリーで目にすることの多くは、昔と

は違う。しかし、ロータリーの土台は変わってい

ない。 

私たちは、推薦され、その推薦を受諾すること

を選択してロータリーに入会。その後、単なる一

会員でいるか、真のロータリアンとなるか、の選

択をしているのだ。 

ロータリアンであるということは、週１度の例会

に出席するよりも、ずっと大きな責任がある。 

ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と

価値観を日々活かす決意をすれば、自分がい

かに素晴らしい影響をもたらすことができるかが

見えてくるでしょう。そして、自身の人生が一番

豊かになるはずだ。 

 

と語り、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を、

としてスタートしたわけでございます。 

 ２７９０地区関口ガバナーは、各クラブ会長に対し、

「地区を運営する私とともに、一緒に勉強し、そして

悩み、喜びを共有して、元気なクラブづくりを目指

して頑張ろう。」と呼びかけました。そして、私たち

ガバナー補佐に対しましては、「手続要覧に規定

する役割のみならず、ガバナーと地区の連絡役を

超えた役割、すなわち、ガバナーから委任された、

当該分区のガバナーとしての心づもりで活動して

ほしい。」ガバナーの思いがクラブに伝わる工夫と、

支援を要望されました。 

 この提案を受けまして、私共第６分区は「目標を

掲げよう。結果を出そう。」をテーマといたしました。 

 活発なクラブ活動が分区の活性化につながり、さ

らには、地区目標へと辿りつくもの、と信じました。 

 アシスタントガバナーを受けて一年、私にとって

はあっという間の時間でしかありませんでした。顧
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みて思うことは、クラブを超えての会員相互の絆の

深さをいちばん感じ取ったわけでございます。 

 職場のリーダーとして必要なことは、知識の豊富

さや実務上の技能、経験だけではなく、むしろ、未

知の世界にチャレンジしたり、新しい問題にいち早

く気付いて対応する力。つまり、上からの指示を待

って職務を遂行するのではなく、自ら積極的に問

題を発見、あるいは、既存の疑問や懸案事項を解

決していく力、これが必要になるわけであります。 

 そこで、そういう問題発見の方法や、問題への対

応力をどのように身につけるか。自分の問題を、自

分で発見するという、正直言って戸惑いもありましょ

うが、これまでいかに、上司や他人からの指示、依

頼、要請で行動していたかが分かった一年となっ

たわけであります。つまり、私自身、知らず知らずし

て「指示待ち族」になっていた。このようなことを一

年、自らの役職の中、ロータリーから教わった気が

します。そして、少なくとも自分自身で問題解決し

よう、と決意しなければ、何も変化は起こらない。そ

して、問題解決とは、自己変革である、ということに

気が付きました。 

 考え方、やり方にはいろいろあろうかと思います

が、 初から心が構えを唱えてもなかなかわかりづ

らいときは、形から入る。そんなことも、勉強したよう

な気がします。 

 心構えが先なのか、形が先なのか。相手によって

使い分けることもよいでしょう。しかし、 終的には、

「なぜ、こうなるのか」十分納得することが不可欠だ

と思います。 

 ２０１３-１４年度第６分区ガバナー補佐としての役

目がどれだけ全うできたかはわかりませんが、この

経験を今後のロータリー活動に、また、仕事に、付

き合いに、さまざまな形で生かしていきたい。このよ

うに思っております。 

 岡本会長、吹野幹事さんをはじめ私の活動に対

するご支援、ご協力いただいた東金ロータリークラ

ブ様の今後のますますの発展をご祈念いたしまし

て、御礼のご挨拶とさせていただきます。 

 一年間いろいろありがとうございました。お世話に

なりました。 

 

◆卓話 
鈴木 康道 会長エレクト

 

みなさんこんにちは。 

卓話の指名を受けて５日余り、悩みに悩んで、

結局漫談で終わりそうなのですが、土屋さんもお見

えになっておりますが、親睦を旨としておりますの

でご了承ください。 

実はいろいろ思いめぐらしまして、自分がロータ

リーにお世話になって一番得をしているんじゃない

かと思う、というお話を以前申し上げました。特にへ

りくだっているわけでも何でもないのですが、我々

の大先輩がいろいろな知識をたくさん持って、私共

と同等の立場、へりくだって我々を持ち上げてくれ

て支えてくれたという、長い間にいろいろと教えてく

れた。それが全部、授業料がタダだということ。これ

ほど、先ほどの会長のお話の中に「ロータリーの十

徳」というか、徳なことばかり。それが全部、自分に

は欠けていたことばかりなので、本当にロータリー

に入ってよかったなぁと、真にそう思っている方も大

勢いらっしゃると思いますが、その中でも私はトップ

クラスにいると自負しております。 

それで、ロータリーの卓話の機会があったならば、

ぜひ皆さんのお耳に入れたい情報、読売新聞の

切り抜きを持ってきました。 

これは、ちょっと古くなっちゃいましたけれど、６

月２４日読売新聞・編集手帳、ここにコラムのような

ものが毎日載っているのですが、これをじっくり読ま

せていただきます。 

 

江田島の海軍兵学校で外部の講師を招いた

講演のさなか、生徒のひとりがおならをした。「い
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ま屁（へ）をした者、出てこい」。教官が命じると、

即座に５人の生徒が名乗り出た。 

演壇の講師はいたく感心したと、阿川弘之さ

んの随筆にある。 

４人は無罪である。受講中の放屁という身に

覚えのない汚名を着ようとも、誰も名乗り出ない

という 悪の汚名ははねのけてみせる。その心

意気であったろう。 

比べてどうなるものでもないが、東京都議会で

女性議員（３５歳）が暴言のヤジを受けた問題で、

６日目にしてようやく男性議員（５１歳）が名乗り

出た。 

「早く結婚した方がいいんじゃないか」とヤジを

飛ばした事は認めたが、女性議員が聞いたと言

う「まず自分が子ども産めよ」「産めないのか」の

発言は否定している。 

自分は逃げおおせたと、舌をぺロリと出してい

る議員がどこかにいるとすれば、都議会の反省

も形だけのものに終わるだろう。 

 

作詞家のまど・みちおさんという方のおならを礼

賛する、「おならはえらい」という詩があります。 

 

「おならは えらい でてきた とき きちんと 

あいさつ する」 

嗅覚の経験でいえば、あいさつをしないで出

てきたおならほど罪の深いものはない。 

 

実際世の中、こういう頓珍漢なこともあって、そう

いう場合自分から自首した方がいい、ということは

誰でも知っているとは思うのですが、警察関係で容

疑者を逮捕したときに、捕まった犯人は真っ向から

疑惑を否定するんですね。早く白状した方が、昔

は罪が軽減されると聞いておったのですが、今は

すべての容疑者が「私はやっていない」から始まり

ます。それを見ると、自分の失態を自分から手を挙

げて白状するということは、人として 低限度の人

間の条件みたいなものだと思います。 

つくづくロータリーに入ってよかった、と思う反面、

自分が年を取ることを忘れていた、ということ。今年

７３歳になり、あっという間に年を取ってしまった、気

持ちだけは若いのですが、健康診断をやれば×だ

らけで、こんなに身につまされることはありません。

近では、「健康状態はどうですか？」と聞かれて、

「悪いのは頭だけですよ」と冗談を飛ばせなくなりま

して。脳ドックなるもので、５回も６回もお医者さんに

かかっているんですが、決定的なものが出ないの

で今月またお医者さんに行ってまいります。鉄分の

塊、あるいは脳腫瘍のようなものがある、と MRI を

撮ってもはっきりしないので、今月末に 終結論が

でます。前にも申し上げましたが、人生５０年といわ

れた時代に生まれて、「あそこのじいさん、７３だっ

てよ、長生きしたもんだな」という世間の話を聞き、

自分も７３歳になって、もうお釣りは取った、と。これ

からは本当に遊ぶだけだ、と思っていたのですが、

これで脳が具合悪いのでは「オー、ノー！」 

楽しくやってきたつもりで、一番得をしてきた、毎

日毎日がうれしい自分だったので、何も悔いはな

いですが、そういう危うい宣告を受けると、やはり、

もう５年とか、３年とか、欲が出てくるもので。 

とにかくこれまで私が出会った人が、みんな自分

よりレベルの高いところにいるということ。それは、

私の兄嫁がしっかりした人でご存知の方もあると思

いますけれど、その名前は伏せますが、「自分が置

かれている現状に入ってくる人に、この人の話は大

丈夫だぞ、と信頼できる。そういう人の後について

行け。高い志をもって、身を低く構えろ。」と『高志

低身』という言葉を紙に書いて、兄嫁が私にくれま

した。やはりこれは、背伸びするのは大変だけれど

も、上を見ればきりがない、下を見ればきりがない。

けれども、上を見る気持ちが少しでもあれば、向上

心につながって、本当に結果がよくなるであろう、と。 

私がこの地、東金に４４年前にお世話になって、

その時に青年会議所ができて、青年会議所に入

れるレベルではなかったのですが、無理して入っ

て仲間からいろいろお話を聞いて「ああ、みんな頑

張っているんだなぁ。俺もこのままじゃいけない。」

と。そういう気持ちがありまして、今こうして東金ロー

タリークラブの生き残り部隊としている、という気が

します。本当に「残れた」という誇りというか、これか

ら密度の濃いメンバーで東金ロータリークラブをさ

さえる、ということは、本当に大事なことで、周囲で
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も認めて・・・私は今のロータリーは認められると思

っておりません。本当に恥ずかしい話ですが、外に

出るとき用に、ロータリーのバッジの一番小さいも

のを買いました。それを付けて、外に出る。私はそ

ういう意識をかなり持つ、極端に神経質な人間なも

のですから・・・。 

ロータリアンの方々の立派な生きざまを見て、な

るべく、それに沿えるように。ロータリーに入ると身

なりがキチッとして、それこそ傍から見られていると

いう意識を常に持っている、これは青春時代とまる

っきり同じです。そういう気持ちでやっております。 

なにしろ材料が何もないものですから、このよう

な駄弁で申し訳ありませんが、「ロータリーに入って

よかったな」と思っている度合いが、皆さんも思って

いらっしゃると思いますが、私はレベルが高い方に

ランクされると自負しております。 

これでロータリー生活が終わったわけではない

のですが、そういう気持ちの人や、ロータリーに入り

たいと思っていても、こちらから声がかかったら、ホ

イと渡りに船と入ってくれる人もいれば、高橋年度

で５名でも１０名でも増やしてくれれば。ロータリー

に入るかどうかという瀬戸際の時に、話ばかりが先

行して「ロータリーに入るんだって？」「俺はそんな

気はないよ」と、かえって火を消してしまう結果もあ

りますので。本当に微妙なものなので、大先輩が頑

張ってくださって、何人かの方に声をかけてくださ

っているようですが、これもまだ「卵の殻が薄いから。

うっかり落とすと割れちゃうから。」ということです。こ

のままではいけないので、頑張って会員の拡大の

方に備えられたらと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆卓話 
土屋利夫 様  

前ガバナー補佐（大原ロータリークラブ）

 

昨年のスタート、それこそ７月２３日実は２２日が

千葉ロータリークラブのガバナー公式訪問で、千

葉ロータリークラブに対して敬意を表して公式訪問

をトップにもっていっていたわけであります。 

しかしながら、千葉ロータリークラブさんの方から

ガバナー事務所の方に「そう毎年毎年勘弁してく

れ」と。そして、地区二番目に東金ロータリークラブ

さんの日程が決まっておりまして、いずれにしても

私は「デビュー戦だ」と。そのデビュー戦を控えて

の第６分区トップバッターの東金さんとの公式訪問、

これをどんな形で進めていこうかということで、ガバ

ナーの方からは、各ガバナー補佐に対して「クラブ

活動計画書をもとに、私は公式訪問・協議会を行う

つもりはない。」といわれました。 

ガバナー補佐が二週間前に各クラブに訪問をし、

そのクラブ協議会の開催報告をガバナー補佐がガ

バナー事務所に出しなさい、という達しが昨年度あ

りました。 

例年、クラブ活動計画書をもとに、ガバナー公式

訪問をやっているという習慣・クセ。私自身も数回

会長をやっておりますし、数回幹事もやっておりま

すし、従いまして、ガバナー・ガバナー補佐・会長・

幹事・エレクトの事前の協議会にも出席をしており

まして、私の補佐年度に初めてこのような指示が出

たことに対して、非常に戸惑いを感じました。 

「なにをやろうか？」というところで、クラブ活動計

画書は各クラブ委員長さんの熱い思いが、一冊の、

皆さんが一年ともに苦労するための教科書、という

「思いやり」を真の⽀援につなげる 
退役軍⼈のリック・バーンズさん（⽶国アイオワ州、アト
ランティック・ロータリークラブ会員）は、2003 年から、
アフガニスタンやイラクなど混乱期にある国々で⽀援活
動を⾏ってきました。数々の素晴しい活動がある⼀⽅で、
善意を尽くしても時にはプロジェクトが結果的にうまく
いかないこともあると話します。･･･ 
 
国際協⼒では、現地の⼈びとが本当に必要としているこ
とは何か、どうしたら⻑期的に問題を解決できるかを考
えることが⼤切。⽶国のロータリー会員、リック・バーン
ズさんは地域社会全体を発展させるプロジェクトに取り
組んでいます。 
https://www.rotary.org/ja/rick-burns%E2%80%99-thoughtful-
approach-iraq-and-afghanistan 
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意味で活動計画書を作成し、提出をしていただい

ているわけであります。これが、ガバナー公式訪問

の台本にならない、ということは、果たして何を、活

動計画書以外の何をもってガバナー公式訪問を

成功させようか？ということに悩みました。 

吹野幹事さんには大変、お骨折りをいただいた

と思います。また、岡本会長さんと吹野幹事さんと

の間で、いろいろまとめていただき、どういうものを

どうガバナーに伝えるか？この東金ロータリークラ

ブさんの何が良くて、何が足りないんだろう？という

ところをお聞きいたしました。 

実はこれが、クラブ活動計画書を 150％、この目

標を達成するためにお二人にご意見を聞いたわけ

であります。 

この中には、関口ガバナーが提案をされました、

今年から地区協議会が若干長いタイトルになって

開催されておりますが、私は関口ガバナーが提案

をした、その地区のチャレンジに関して、問題点や

懸念はありませんか？とお二人にお尋ねいたしま

した。答えは、「新しいことをするのはいいが、その

こと自体にクラブの皆さんが気づいていないのでは

ないか？」というお答えをいただきました。 

これは、歴史と伝統、いわば東金ロータリークラ

ブさんの歴史と伝統が、茂原ロータリークラブや大

原ロータリークラブと同じような悩みを会長幹事が

抱いて、年度、年度就任されているのではない

か？と感じました。「では、それをどうしたらよいのだ

ろう？」とお聞きいたしまして、お答えは「地区委員

会が、各クラブに求める内容が多すぎるのではな

いか？」ということでした。 

GLP だとか、CLP であるとか、中村年度から盛ん

にクラブリーダーシッププランがどうだとか、地区リ

ーダーシッププランがどうだとか、ということで、毎

年のように地区では委員会構成が変わっておりま

す。当然、私共大原ロータリークラブも会員数は激

減しております。また、こちらのクラブにしても、同じ

ことが言えるのではないか？というところから出てく

ることが、この「内容があまりにも多すぎる」ゆえにト

ップダウン、上からの口調が非常に強い。ですから、

クラブの自治権なるものをさらに行使をする。そし

て、守るべきものは守る、攻めるべきものは攻める、

というような一年のクラブ運営の中で決して背伸び

せず、そして、両足をしっかり地につけて、東金ロ

ータリークラブさんらしいその運営をしていかれた

らいいでしょう、というお話をして、間もなく一年が

経過しようとするところでございます。 

とにかく、私がこちらのクラブにお邪魔をして非

常に感じたことは、少ないからできないのではなく

て、少ないからいいことがある。いいこともたくさん

ある。私のところ大原もそうです。それは、派閥がな

い、みんながみんな一対一で、ロータリーの一番大

事なことは「平等である。公平である。公正である。」

ということだと思います。 

こんなことを感じた一年で、先ほどは雑駁なごあ

いさつで大変恐縮いたしましたが、私が東金ロータ

リークラブさんとのお付き合いの中でお話をさせて

いただけることを感じ、そして無事に岡本会長さん、

そして吹野幹事さんが一年終わった、そして私もお

二人のおかげで一年が終わった、そして皆さんと、

今年は違う角度でお会いできるのかと思いますが、

その節はよろしくお願いを申し上げ、失礼をさせて

いただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

☆ご奉仕         ・・・菅原實会員 
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メキシコの無料診療所、⿇薬戦争を乗り越えて 

メキシコ・チワワ州にある⼩さな町ゲレーロは、⿇薬戦争 

と不況の影響を受け、国内でも危険な場所と⾔われています。 

その町に、貧困者に無料で医療を提供しているゲレーロ・ク 

リニックという診療所があります。2006 年に始まった⿇薬 

戦争が原因で⽶政府から渡航禁⽌令が出され、⽶国からのボ 

ランティアが激減し、活動を停⽌したこともありました。 

  

わが⼦のため、はるか遠くから 
そのような中、ウォルター・ブランソンさん（⽶国テキサ 

ス州、Brazosport ロータリークラブ会員）は、テキサス州と 

メキシコ北部のロータリークラブと協⼒し、1983 年から⽀ 

援を続けてきました。 

診療所では、年に 6 回、無料で医療ケアを提供しています。毎年、多いときには 550 件の⽩内障⼿術に加え、⼝

蓋裂⼿術、植⽪⼿術、がん検診、⼦宮頸がん検査も⾏っています。無料の医療サービスが⾏われる週は、いつも 1,000

⼈を超える患者が訪れ、はるか遠くから来る⼈もいるそうです。 

ウォルターさんは、⾚ちゃんを連れてきた⼀⼈の⺟親のことを振り返ります。「この⺟親は、⼦どもの治療費が払

えないので、はるばるアカプルコ*からやってきたのです」 

* 訳者注︓ アカプルコは、チワワ州ゲレーロから約 2,000km 離れています。

  

⼤きな資⾦ニーズ 
診療所のニーズは⼤きく、多くの資⾦を必要としています。 

メキシコのクラブは、2003 年に基⾦を設⽴。その後、政府の資⾦援助を受けることができましたが、それも 2012

年に打ち切られました。現在、メキシコと⽶国のロータリークラブは資⾦調達の⽅法を変え、ロータリー補助⾦の

申請を⾏っています。また、ほかの団体とも協⼒しています。 

 

「この活動を知ってもらうだけでも意味がある」と話すのは、ロータリー会員のセルソ・レイエスさん（メキシ

コ、Torreón ロータリークラブ会員）です。「でも、この場を訪れて、眼科治療や⼝蓋裂の治療がもたらす⼤きな変

化を⾒てください。きっと、この活動の本当の素晴らしさを実感できるでしょう」 

 

https://www.rotary.org/ja/drug-wars-financial-setbacks-no-match-mexico-clinic

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 

出席率  7 月 15 日 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX 

21 名 16 名 76.1％ 1, 350 円

 


