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【特別月間】 ７月 指定無し

本日の例会（7 月 31 日）
◎ガバナー公式訪問例会 （１００％出席例会）
PM ０：１５ ガバナー卓話他

会長の時間 （紹介・挨拶）

会長 遠藤伴明

（ビジター紹介）

次回の例会（8 月 7 日）
◎早朝例会（小さな親切運動協賛）
AM 6:00 つつじ公園大駐車場 終了後
タスで例会（朝食）雨天時 7:00 より例会
上林直樹ガバナー 高橋眞己ガバナー補佐 土井清一地区

前回例会の報告
会長幹事会

（酒田中央 RC

タス会議室 ＡＭ10:45～11:45

(出席者)
上林直樹ガバナー
髙橋眞己ガバナー補佐
遠藤 伴明会長
那須 修 幹事
大山友規憲会長エレクト
土屋 茂樹副幹事
(協議内容)
・会員拡大について
・地区補助金活用について
・交換留学生の受け入れについて
ビジター入場

など

（南陽東 RC）

副事務局長（酒田中央 RC）

（挨拶）
皆さんこんにちは、今日
は上林直樹ガバナー、高
橋眞己ガバナー補佐、土
井 清 一 地 区 副事 務 局 長
（酒田中央 RC）をお迎
えしての例会となります。よろしくお願いします。
私は今まで PETS や地区協議会に出席し RI のテーマ
や地区方針について皆さんに伝えてきました。そして
特に地区方針について皆さんに伝える時には上林ガバ
ナーの人柄についても私なりに感じたことを話してき
ましたが憶えていますでしょうか？上林カバナーは青
年会議所歴が１５年、ロータリー歴が３１年で現在３
２の組織に属しその中で１０の会で長をなさっている
バリバリのロータリアンですと話してきましたが今日
はもう一つ付け加えさせてください。それは地区協議
会の時に上林ガバナーが前年度ガバナーの鈴木ガバナ
ーを評して「ロータリーに対して熱い思いを持ってい
てどこを切ってもロータリーが現れる」というような
意味のことをおっしゃられたと思いますが、私は

PETS や地区協議会でのガバナーのお話をお聞きし、
また今日お会いして上林ガバナーもどこを切ってもロ
ータリーの熱いものが噴き出す方だと思います。その
ようなガバナーより後ほどお話を頂きたいと思います。
さて今日はロータリーの義務と特典について話をさせ
て頂きたいと思いますが時間もありませんので少しだ
け話をさせてもらい詳しくはまた後日話をしたいと思
います。ロータリーの義務については皆さんも‘会費
を納入すること・例会に出席すること・ロータリーの
友の購読すること’などこの他にもありますが知って
おられると思いますが、それでは権利はないのかと以
前より漠然と思っていましたがこれは私の勉強不足で
権利ではなく特典があると知りました。二つほどあげ
ると
１． RC の会員には本人が希望してもなれない。会員
により推薦され、選挙されて初めて会員となれる。
２． 全世界に品性高潔な友人を得ること。
以上のこと以外にも特典として挙げられていますが、
要は形のあるものではなく、また義務は特典を得るた
めに履行するものではないということです。私はまだ
まだです。これから上林ガバナーお話を聞き勉強した
いと思います。

幹事報告

幹事 那須 修

○８月レート：１１２円/ドル
○地区大会のお知らせ
（第 2 日目）10 月 21 日（日）本会議・講演等
会場：酒田市民会館「希望ホール」他
※特別記念講演：
「先の日本を思えばこそ…」
講師 野口 健 氏
委員会報告
〇社会奉仕委員会報告 （幹事代理報告）
・8 月 7 日（火）「小さな親切運動クリーン大作戦」
午前 6 時より。AM7 時より例会（タス 2 階）
雨天中止時はＡＭ７時より例会のみ。
在籍表彰（７月）
・渡部
・渡辺
・大滝
・那須
・中島

堅一
清隆
徹
修
浩

おめでとうございます。

会員 １４年
会員 １２年
会員
５年
会員
５年
会員
２年

ニコニコ BOX

・遠藤 伴明会長
上林 G、高橋 AG を歓迎して
・那須 修 幹事
上林 G、高橋 AG を歓迎して
・渡部保太郎 PG
公式訪問御苦労様です。ご指
導下さい。歓迎して BOX します。
・堺
清一会員
上林 G を歓迎して
・大山友規憲会員 上林 G を歓迎して
・村田 剛 会員
上林 G を歓迎して
・高橋勇喜知会員 上林 G を歓迎して
・中島 浩 会員
上林 G 公式訪問を祝して
・前田 昌信会員
上林 G、高橋 AG、土井氏を
歓迎して
・栗田 正彦会員
上林 G、高橋 AG を歓迎して
・井上 晴雄会員
上林 G、高橋 AG を歓迎して
・伊藤 克也会員
上林 G を歓迎して、地区大会
楽しみにしております。当クラ
ブ６０周年にお出でください。
・大道寺 信会員
上林 G を歓迎して
・小笠原信吾会員
上林 G の来訪を歓迎しまして
・横澤 寿彦会員
上林 G、高橋 AG、ご指導宜
しくお願いします。
BOX ありがとう
ございました。
本日金額；29,000 円
累計金額；57,000 円

卓

話

◎高橋眞己ガバナー補佐（挨拶）
・長井ＲＣに来ると歴史の重み
を感じ緊張します。上林ガバ
ナーは自由にやってほしいと
言っておられます。是非、自由度をもってクラブの
持ち味を出して活動してほしいと思います。
・行事予定 地区大会―１０月２１～２２日（酒田）
ＩＭ
－１１月４日
（白鷹ＲＣホスト）
大勢の参加をよろしくお願いします。
・午前中の会長幹事会では、ガバナーより興味ある内
容をざっくばらんに話頂きました。今後のご指導宜
しくお願いいたします。
◎上林直樹ガバナー（卓話要約）
・長井クラブは３年で６０周年を迎える、渡部 PG が
おられる重みと歴史あるクラブである。
酒田中央 RC は３２年目の若輩クラブで現在の会員
数４３名である。会員増強に頑張り、昨年６名（現
在２名予定）増員した。

報告者 寒河江良一会員

(ガバナー ＝ Ｇ ・ガバナー補佐 ＝ AG)

（地 区）上林直樹 G、高橋眞己 AG
（クラブ）
・在籍表彰者４名 （渡部堅一会員、渡辺清隆会員
那須 修会員 中島 浩会員）

・最高決議機関は理事会であり、クラブが自主性をも
って運営してほしい。ガバナーは、決して偉い訳で
はなく上から目線とは思っていない。私の役割は皆

さんの支援サポート役です。尚、RI への質問は石黒
理事がおられます。何かあれば申し付けください。
・１月にアメリカのサンディエゴで日本３４地区（地
区ボーダーラインは会員数 1100～1200 名。青
森と秋田が同地区になる可能性あり）のガバナーと
研修を受ける。
・ＲＩ会長バリーラシンのテーマは「インスピレーシ
ョンになろう」である。皆さんが思うインスピレー
ションでなく、インとスパイアより成り、
「息を吹き
込む」の意である。所謂、ロータリーメンバーに「息
を吹き込む」
「やる気にさせる。鼓舞する。
」である。
今日は、そのような目的で訪問している。
・訪問は夜間例会でなく各クラブの時間にあわせてい
る。最初の訪問クラブの寒河江 RC は６月末で１２
名減との事。残念だが理由はわからない。
・私の基本理念は
「ロータリーの原点に戻ろう」です。
私達はロータリーのバッジを付けた瞬間から世界の
人々へ奉仕をする約束をしています。リセットして
バッジの重みを再認識してほしい。
・また、基本方針は「パフォーマーになろう」です。
表現活動者です。
長井クラブの清掃活動も奉仕です。
隣のおばさんにロータリーのことを聞くと、
「知って
いるが何をしているかわからない」である。できる
だけメディアを利用し活動を表現してほしい。
酒田中央 RC は、各福祉施設に祭り太鼓のリズムを
届けるパフォーマーをしている。入居者はそのリズ
ムを知っており私達を待っている。これも奉仕活動
です。世界遺産のペルー・マピュピチュの入口に何
故か大きなロータリーマークがある。庄内空港にク
ラブプレートがある。地区補助金申請は４９クラブ
と結構多い。ロータリー活動を表現ししっかりアピ
ールして頂きたい。
・会員２名以上増強願いたい。手法として、ロータリ
ーの概要を色々話すより、食事代は負担するからオ
ブザーバーとしての会参加を誘う。例会ではあえて
紹介をしない。その人はあの人を知っている。と、
前向きになる。女性会員をできるだけ増やしてほし
い。２０２０年問題で不況化が懸念され会員減少す
る。長井クラブは、現状維持乃至は３年間で必ず一
人が一人をくどいてほしい。奥さんをくどいた気持

で増強願いたい。そして、６０周年で６０名の会
員になる。数は力なりである。
・ポリオの話。アメリカでの全体会議研修室の入口に
1m×2ｍのドーム型ガラスケースが２５個置いて
ある。これは？ ポリオの子供が入るケースで一生
出られない話を聞く。
少なからずショックを受ける。
ポリオは、過去３０万人が現在１２名（アフガニス
タン・パキスタン）の状況である。ゼロを目指して
皆さんの浄財をよろしくお願いしたい。
・地区大会の話です。講師は「野口健氏」を迎えます。
野口さんは、アルピニストや富士山クリーン活動等
の他にライフワークで遺骨収集活動をやっている。
旧戦地の洞窟にある遺骨の頭蓋骨は見事に日本を向
いている。遺骨をおろそかにする民族は亡びると警
鐘を鳴らしている。また、バリーラシンの出身地バ
ハマは海抜１ｍで８０年後２ｍ水位が上がり、国が
なくなるという大きな環境問題がある。それらを話
して貰いたく、私が直接野口さんに電話しました。
１０月２２日です。是非、全員で出席頂きたい。
◎会長 お礼の言葉

出席報告

7 月 31 日例会

中島 浩委員長
(内免除)

全
出席数

本日

29(5)

26

前回
（7 /24 ）

27(3)

23

前々回
（7 / 10 ）

27(3)

22

会員数

出席率

MU
数

修 正
出席数

修 正
出席率

89.66
%

%

85.19
%

%
81.48
%

2

24

88.89

訪問、ご指導、ありがとうございました。
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