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ガバナー卓話 SPEECH
国際ロータリー第 2530 地区
2016-2017 年度ガバナー 佐久間
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きょう初めてお会いする方もいる
かと思います。どうぞ、よろしくお
願いします。
私どもの三春ロータリークラブは
会員が25人しかおりません。県中分
区も人数が少ない中で、なぜガバ
ナーをするようになったかをお話し
します。これまで三春ＲＣは２度ほどガバナーを出す
機会がありましたが、少人数のため断っていたのです。
３度目の機会が巡って来て今度は断る訳には行かない
と、心境の変化もあって私が引き受けました。
心境の変化は、ポール・ハリスの言葉にありました。
「私たちの生きる目的は何でしょうか。学ぶことです。
何を学ぶのですか。人生を学ぶのです。人生から何を
学ぶのですか。唯一つ、人生を送るうちに、いかにエ
ゴから脱却するかということです」
。自分さえ良ければ
いいという事から逃れるため、ロータリーの存在があ
るのだと、その言葉に共感しました。
相手を思いやり、人を育てる献身的な活動を続け
るのがロータリーであると心に刻み、未熟ですが、
ガバナーを担う決心をしたのです。
さまざまな活動の中でも、私は特に「ポリオ撲滅」
に努めていきたいと思っています。今年度はＲＩの
中で最優先課題になっています。ロータリー財団100
周年にも当たり、財団がこれまで最も拠出したのが
ポリオワクチンを世界中に普及させることでした。
あらゆる奉仕の中でも感動が起こるきっかけは、遠
方まで出掛けてワクチンを待つ人々へ届けたことを
上げる人も多いようです。
私は地域で日ごろ、なかなかポリオを理解しても
らえないため、身近にどういう状態になっているか
を調べて伝えようと考えました。事例を挙げますと
東京オリンピック（1964年）のころ、国内で約6500
人がポリオにかかっていました。当時、日本ではワ
クチンが製造されていないため、流行させないよう

2016～2017年度
国際ロータリーのテーマ

緊急輸入することになったのです。輸入したワクチ
ンは1300万人の子供たちに投与されました。その時
のワクチンはソビエトとカナダから来たのです。そ
のおかげもあって、現代の日本の安心な生活が可能
になったのです。
昔は原因がよく分からず、感染発症した子供を隔
離してしまうような状態だったと聞きます。日本の
場合、乳幼児の予防接種が普及して脅威にさらされ
なくなったのですが、世界にはまだ患者がいます。
ワクチンの投与により人類の悲願であるポリオの撲
滅を果たすことができる。そうした活動に関与し、
貢献できることはロータリアンとしての喜びではな
いでしょうか。私自身も来年あたり、青森県の団体
が行っているワクチンを届ける活動に参加してみよ
うと考えているところです。
皆さんにお配りした「私の視点」という新聞記事
をご覧ください。国連児童基金（ユニセフ）事務局
長が「ポリオ根絶に向け最後の一押しを」と意見を
綴っています。最後に「ひとりの子供が予防接種を
受けられない限り、すべての子供に対する脅威はな
くならないのである」と結んでいます。今もパキス
タン、アフガニスタンでポリオは発症しています。
世界中のロータリーが半世紀にわたり続けて来たこ
の活動を、もう一段、高めて根絶につなげたいと思
いますので、ポリオプラスへの寄付に皆さんの協力
をよろしくお願いいたします。
【クラブ協議会】
例会を前に佐久間英一
ガ バ ナ ー を お 招 き し て、
クラブ協議会を開きまし
た。役員・理事、各委員
会の正副委員長が出席
し、委員会ごとに今年度
の 目 的・ 活 動 を 説 明 し、
佐久間ガバナーから指導、助言を受けました。
★本日の例会案内 ８月18日（木） 12：30 ～
会員増強委員会担当卓話 (吉田仁平委員長)
お食事メニュー＝海鮮ちらし寿し、稲庭風うどん
★次回の例会案内 ８月25日（木） 12：30 ～
外部卓話（呉服処根本三代目店主 根本紀太郎様）
お食事メニュー＝牛肉野菜炒め、魚介のマリネ

「人類に奉仕するロータリー」
Rotary Serving Humanity

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
委 員 会 報 告

司会：鈴木弘康幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（奉仕の理想）
・ロー
タリーの目的（山野辺倉平会員）
・四つのテスト（青木
喜久男会員）
〕

山野辺倉平会員

青木喜久男会員

★ 誕生祝

鈴木 弘康さん
（８月４日）

鈴木 東雄さん
（８月10日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
国際ロータリー第 2530 地区
2016-2017 年度ガバナー
佐久間英一様
〃
地区副幹事
大内 長久様
〃
いわき分区ガバナー補佐
遠藤希和子様
〃
分区幹事
竹下真紀子様
〃
分区会計
吉田 佳代様
◆転勤挨拶
⃝前ＮＴＴ東日本いわきエリア支店長
（現宮城支店オフィス営業部担当部長）
竹谷金浩様
初めてロータリークラブに入会して
１年間の短い間でしたが、皆さんのお
かげで充実した活動ができました。私
の他に家族も参加し、いろいろな体験
竹谷金浩様
ができたと喜んでいます。今後は仙台
といわきの交流が盛んになるよう、いわきの良さをＰＲ
していきます。

◆会長挨拶ならびに報告
本日は佐久間英一ガバナーをはじめ地
区副幹事、いわき分区のガバナー補佐、
幹事、会計の皆さんをお迎えしての例会
になりました。誠にありがとうございます。
午前 10 時から会長・幹 事会、午前
11 時からクラブ協議会を開き、ガバナー
から貴重なご意見をうかがいました。さ
らに仙台から竹谷金浩さんにもお出でいただき、大変うれ
しい一日になりそうです。
きょう８月４日は「橋の日」だそうで、
ガバナーと、
また仙台
に関しても強固な橋が架けられたのではないかと思います。

◆幹 事 報 告
⃝年次計画書・報告書が出来上がりました。
ご確認ください。
⃝いわき桜ＲＣより８月プログラム予定表が届きました。
⃝い わき市国際交流協会より「ワールド・アイ」が届
きました。
⃝熊本地震の支援金は本日、募金箱を回しますので１人
当たり 2,000 円以上の寄付をよろしくお願いします。

◆ 出席委員会（青木基久男委員長）
例会日
８月４日

基本会員数 出席者
50 名

33 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
三瓶和秀さん、鈴木弘康さん、八幡恭朗さん、鈴木東
雄さん、大久保健蔵さん、平戸康明さん、飯野光世さん、
以上９件
山野辺倉平さん、越智正典さん。
（松崎浩委員長）
◆米山記念奨学会委員会
三瓶和秀さん、鈴木弘康さん、鈴木東雄さん、八幡恭
朗さん、森雄治さん、山野辺倉平さん、山崎洋次さん、
飯野光世さん、大久保健蔵さん、伊藤盛敏さん、越智正
以上11件
典さん。
◆前年度スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
年次報告書の訂正→年間実績 596件 150万円
◆前年度会計より（平戸康明会計）
7月20日に監査の越智正典さん、勝田博志さんから決
算の監査を受け、無事に終了しました。ちなみに今年度
への繰越金額は1,255,369円となっています。

◆スマイルボックス委員会（代理・大久保健蔵会長エレクト）
♥佐久間英一ガバナー♥いわき分区（分区ガバナー補佐
を拝命致しました。今日は３名でガバナーに同行しております。
よろしくお願い致します）♥三瓶和秀さん（ガバナー、副幹
事、いわき地区ガバナー補佐、幹事、会計を歓迎しまして）
♥常葉修一さん（本日は、前任の竹谷と一緒に参加させて
頂いております。竹谷同様、今後ともよろしくお願いします）
♥竹谷金浩さん（ごぶさたしております。今日は皆様に転勤
のごあいさつと１年間お世話になった感謝の気持ちをお伝え
したく、仙台から参りました。本当にありがとうございました。
常葉もよろしくお願いいたします）♥佐々木芳弘さん（佐久
間ガバナーを歓迎して。黒須たいせい君の活躍おめでとう）
♥黒須幸雄さん（世界野球 U-15 で孫が無事先発の大役を
果たしました。皆様の声援に感謝致します）♥新妻純男さ
ん（第１回平 RC ゴルフコンペで優勝しました。又松崎杯の
取り切り戦でトロフィーをいただきありがとうございました）♥
鈴木東雄さん（73 才になりました。節々の痛みをおぼえます
が、がんばります）♥鈴木弘康さん（ガバナー、地区副幹
事様、いわき分区役員の皆様、本日は宜しく御願い致しま
す。本日誕生日、40 歳となりました。誕生祝ありがとうござい
ます）♥大久保健蔵さん（佐久間ガバナーの来訪を歓迎し
て）♥高萩阿都志さん（佐久間ガバナー、遠藤さん、竹下
さん、吉田さん、歓迎申し上げます）♥関口武司さん（佐
久間ガバナー、副幹事の来訪を歓迎して）♥八幡恭朗さん
（佐久間ガバナー訪問を歓迎して）♥阿部弘行さん（佐久
間ガバナーを歓迎して）♥有賀行秀さん（佐久間ガバナー
の公式訪問を歓迎して）♥松﨑倫久さん（佐久間ガバナー
のご訪問歓迎）♥山﨑慶一さん（佐久間ガバナー公式訪
問を歓迎して）♥山野辺倉平さん（ガバナー訪問を歓迎し
ます）♥山崎洋次さん（佐久間ガバナーの御来訪を歓迎申
し上げます）♥松﨑勉さん（佐久間ガバナーを歓迎して）
♥越智正典さん（佐久間英一ガバナーを歓迎して）♥森雄
治さん（佐久間ガバナーの訪問を歓迎致します）♥浅倉哲
也さん（佐久間ガバナーのご訪問を歓迎します）♥飯野光
世さん（暑中御見舞い申し上げます。佐久間ガバナーを歓
迎して）♥伊藤盛敏さん（佐久間ガバナー、遠藤ガバナー
補佐他役員の皆様を歓迎して。過日のゴルフコンペ入賞しま
した）♥郡二三子さん（公式訪問ご苦労様です）

以上 26 件

浅倉哲也
関口武司
高橋康二
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

