
本日の例会には、今年度11グループの溜川ガ

バナー補佐にガバナー公式訪問前のクラブ訪問に

お越しいただきました。前年度は、当クラブの大

内会員が務めていた役職です。私たち11グルー

プでは柏、我孫子、西、東、南と順番にガバナー

補佐を輩出しておりますが、そうではないグルー

プも有るようでございます。今日も「世界ポリオ

デー」についてお話しさせていただきます。今さ

らポリオデーなんて設けなくても、ロータリーは

通常からポリオについては寄付もしているし関係

ないのではと思われた方もいるかと思います。し

かし、ロータリアン以外で通常からポリオ撲滅に

ついて関心を持っている方は少ないかと思います。

そこで、協力団体のユニセフ、WHO等が協力し

て「世界ポリオデー」を推進すると、マスメディ

アは「○○デー」に反応するのか、色々な方の目

や耳にポリオの文字が飛び込んでくるためより多

くの方に寄付を頂き、またポリオ撲滅に興味を持っ

て貰えるというメリットがあるようです。 ポリ

オ撲滅の先駆者であるロータリーでも「世界ポリ

オデー」に向けて運動をする事に大きな意味が有

るのです。9月7日公開の「ブレス.しあわせの呼

吸」という映画は、実際にポリオに掛かってしまっ

た家族を通じてポリオについて学べる映画のよう

です。広報委員会が、チケットを用意してあるよ

うですので皆さまお時間ある方は、是非劇場に足

を運んで下さい。宜しくお願いします。
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１ 真実かどうか
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

第１７８４回 2018年 ９月４日 (火曜日)

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

kashiwa_minami_jimukyoku @yahoo.co.jp

ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 合計 ％

９月４日 ４0 ２１ ３ ２４ ６０

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

会長挨拶

浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士
今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
關口和行 園邊 哲 竹村隆一郎 妻島不三二 鴇田和之
戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎 猫田岳治
服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛 宮本邦雄
森 秀樹 八木和男 山川真哉 山口修代 山崎康弘
山本昭彦 山本博意 吉川末満 米谷昌紀 渡辺賢司

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ 溜川良次ガバナー補佐 ヴ ズイ リン君

例会報告

広報・公共イメージ委員会

END POLIO NOWのＴシャツの着用ありがとうございます。本日は皆様に、ポ

リオの募金箱をご用意させて頂きました。ハートのカードを募金箱に貼り付けて事

業所などに設置をお願いします。映画のチラシも配布しております。予告を拝見し

ましたがとてもいい映画です。前売券をご用意しましたので、是非観に行ってくだ

さい。ポリオについての参考資料も広報委員会で用意しましたのでご覧ください。

ロータリー財団委員会

9月1日(土曜日)に「ロータリー財団セミナー」へ出席してきました。２７９０地区

は寄付額が一番少ないとの事でした。ポリオを 優先にして取り組んで行くとお話

しをされていましたので当クラブも積極的にご協力お願いします。ロータリーのク

レジットカードについて少しご説明させて頂きます。ロータリーのクレジットカー

ドは、お買い物に利用するだけでポリオ撲滅活動を支援できます。また、このカー

ドを使えば使うほど、多くの人にロータリーを知ってもらうことができるでしょう。

カード利用金額に応じて、ポリオ撲滅の活動資金を支援できます（利用者本人に追

加の負担は一切かかりません）。2000年にこのプログラムが開始されて以来、既に

860万米ドルが財団に寄付され、そのうち360万ドルがポリオ撲滅活動に役立てら

れました。ご利用額の0.3％がポリオ撲滅の活動資金となります。

•年会費無料、手数料は一切掛かりません。

ニコニコ ワンコインニコニコお祝い事
会員誕生日：斎藤由紀 中島恵里 山川真哉

ご家族誕生日：岡田尚子 友野俊政

ご結婚記念日：森 秀樹 山川真哉

森 秀樹

斎藤由紀

溜川良次ガバナー補佐

5,360円

一生若々しく進む

斎藤会員

幸せいっぱいな笑顔

山川会員

素敵な奥様に感謝

森 会員

今井会員と

米山奨学生!!!

ＥＮＤ

ＰＯＬＩＯ

ＮＯＷ

を熱く語る

岡田会長

山口会員

戸部会員



<本日の卓話> 柏ロータリークラブ会員 溜川様

柏南ロータリークラブは、数々の奉仕活動を活発

に行っているクラブと認識しております。会員増

強も昨年度は大きな結果を出され、見習うべきも

のがたくさんございます。

さて、公式訪問に先立ち、ガバナー訪問の意味な

どをお話させていただき、併せてロータリー活動

の在り方について少々触れてみることが私の本日

の役割だと思います。国際ロータリー（ＲＩ）は

各クラブが構成員であり、直接繋がっている組織

です。地区ガバナーはＲＩの役員であり、各クラ

ブにＲＩの情報を伝えたり、クラブの発展につい

てアドバイスしたりする一方、各クラブの活動状

況を把握してＲＩに報告する務めがございます。

そこで各クラブをまわるわけです。

ＲＩ会長のテーマは昨年度が「変化をもたらす」、

今年度が「インスピレーションになろう」で、ロー

タリアンに意識改革を呼びかけるテーマが連続し

て提示されたと思います。活動計画書で岡田尚子

会長も連続性を述べられました。そして、社会が

解決を必要としている課題の発掘と解決への実践

を、ロータリーが積極的に取り組むことを鼓舞し

たものと理解しております。ロータリーの存在意

義を問いかけ、具体的な行動を促そうとするもの

で、もしかしますと、ロータリーは日本どころか

世界的にそのような活動が欠けているのかもしれ

ません。その結果、ロータリーの“威光”は薄れ

てしまったのか、社会奉仕や公共イメージアップ

が叫ばれているわけです。先輩ロータリアンの皆

様には、私の話に誤りなどがあれば修正をお願い

して話を続けます。日本のロータリーは「職業奉

仕」に力点を置き、自身の職業を通しての奉仕で

ロータリー活動は足りるとするような考え方が支

持されてきた一面があります。クラブが会員みん

なで奉仕活動をすることを「We Serve 」と表現

して、「それはロータリーの活動ではなく、ロー

タリーはI Serveであるべきだ」という考え方が根

強くありました。私は、ロータリアンの行動規範

にある「高潔さと高い倫理基準」は、日本人の職

業観としては言わば“あたりまえ”のことと考え

てきました。「 もよく奉仕する者、 も多く報

われる」の標語については、“報い”すら求めな

いことが日本社会で私達は教えられてきた気がい

たします。「ロータリーが力を合わせ奉仕すれば、

人生や地域社会を変えることができる」とラシン

ＲＩ会長は述べました。今やロータリーは、I Ser

veとWe Serveの両輪によって前に進んでいるわ

けです。それを寺嶋パストガバナーは「理念と実

践」、今年度の橋岡ガバナーは「伝統と未来」と

表現されたと申し上げても、あながち間違いでは

ないと考えています。

INSPIRATIONは、日本語としては使われる場面

で様々な言葉があてはまる言葉のようです。私が

高校時代に人気があった「シカゴ」というロック

バンドがありました。代表曲の一つに「You’re

The Inspiration」という曲があります。きみは感

動であり、刺激であり、ひらめきである。すなわ

ち、「きみこそすべて」と和訳されています。

「インスピレーションになろう」は、「人々が行

動の切っ掛けとなるエネルギー源・心や意識の役

割をロータリアンは社会の中で担おう」と私なり

に解釈しております。橋岡ガバナーのお考えや温

和な人柄等は訪問例会で触れることができるでしょ

う。お楽しみにしていただければと思います。ガ

バナー補佐としての務めが果たせますよう橋岡ガ

バナー同様によろしくご理解をお願いいたします。

【クラブ協議会での総評】

評と申し上げますか、各発表で私の心に留まっ

た事柄について述べさせていただきます。池田様

（会員増強委員長）は「会員数を45～46名」と

具体的な数字を示されました。山口様（広報公共

イメージ委員長）も「地区表彰の受賞を目指す」

と宣言、具体数を掲げることは目標が明確になり

取り組む覚悟ができます。反面、プレッシャーも

ありますので決意のほどがうかがえます。

斎藤様（奉仕プロジェクト委員長）は活動内容を

「委員全員が共有する」ことを述べられました。

お客様的参加は、委員自身が奉仕活動の結果を心

から喜ぶことができません。大切な視点と思いま

した。宮様（社会奉仕委員長）は「地域に積極的

に入り、的確な奉仕活動を目指す」とのこと。真

に必要とされている活動を探して奉仕の実践につ

なげようとする姿勢は、ロータリー活動の中核で

ございます。今井様（米山記念奨学会委員長）は、

奨学生がクラブとご縁が深い麗澤大学生でないこ

とから、奨学生の通う大学と密な連絡をとろうと

足を運ばれるようです。その努力は良い結果をも

たらすでしょう。ポリオ撲滅にむけてキャンペー

ン用Ｔシャツ着用を推奨し、活動予定表にはロー

タリーの特別月間が明記さ

れるなど、至るところに柏

南クラブの姿勢を感じるこ

とができました。

ありがとうございました。

幹事報告

●奉仕プロジェクト推進セミナー開催のご案内

日時：平成３０年９月１６日(日)

午後１時(１２時３０分登録開始)より

場所：TKPガーデンシティ千葉

(千葉市中央区問屋町1-45 ℡043-302-1721)

登録料：１クラブ3,000円

日程：12:30 登録開始 13:00 開会点鐘

●9月１９日（水）ガバナー公式訪問

（場所：ザ・クレストホテル柏 12:00～昼食）

プログラムを配布致します。

活動計画書を持参してください。ジャケット持参

●１０月２８日（日）

２７９０地区 地区大会があります。

是非ご参加ください。

●≪回覧≫バギオだより

今後の予定

９月１１日（火）通常例会

９月１８日（火）振替休会

９月１９日（火）Ｇ公式訪問

９月２５日（火）夜間例会

麗宮飯店 18:00～

米山記念奨学委員会（ｶｳﾝｾﾗｰ）

9月1日(土曜日)に「ロータリーデーBBQ大会201８」へ参加してきました。

１１月６日(火曜日)の卓話は米山奨学生のサッケ・マニス君(世話クラブ松戸東

ＲＣ）が卓話予定となっておりますので是非ご出席お願いします。

委員会報告

米山記念奨学委員会

本日配布されております会報の米山記念奨学会の委員会報告部分において修

正をお願します。寄付額2,500万円を4,500万円に変更お願いします。

社会奉仕委員会

来週の例会終了後、施設見学となります。駐車場の問題で各自乗り合いにて

ご参加をお願いします。１時間～１時間半位の見学になると思います。

１４名の参加者の皆様どうぞよろしくお願いします。


