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ガバナー卓話 SPEECH
地域を変える行動人に

国際ロータリー第 2530 地区
2019―2020 年度ガバナー

芳 賀
裕

氏

本日は RI 会長の国際協議会での講
演の内容、そして地区のテーマに関
して話させていただきます。マーク・
ダニエル・マローニー会長は４つの強調事項を挙げま
した。１つ目はロータリーを成長させる、会員基盤の
維持強化を図り、多くの仲間を行動に参加させること。
２つ目は会員の家族が一緒に楽しめるようにすること。
３つ目はだれでもリーダーになれるようにハードルを
下げる、会長が全ての重荷を背負うのではなく、みん
なで分け合って協力すること。４つ目は国連との関係
に焦点を当てました。国連ができて来年で 75 周年です
が、ロータリーは発足時から重要な役割を担いました。
ポリオ根絶もその１つです。そうした点を踏まえ今年
度のテーマを「ロータリーは世界をつなぐ」にしたと
いうことです。
今年度のテーマを受けまして、地区の活動目標を決
めました。来月の地区大会のテーマは「つなごう、奉
仕の心を！」です。みなさんがそれぞれに考えれば、
いろんな「つなごう」ができると思います。1905 年２
月 23 日、４人でシカゴに発足したロータリークラブは、
現在世界で 121 万人の会員がいます。当初は会員の親
睦が目的でしたが、1906 年に入会したドナルド・カー
ター氏が自分たちのことだけ考える組織はいずれなく
なると訴え、熟慮した会員が公共の奉仕を打ち出しま
した。はじめに実施した奉仕がシカゴの公衆トイレで
す。以来、ロータリーは親睦と奉仕という２つの柱を
持って活動しています。企業では 30 年持てば大成功と
言われていますが、ロータリーは 114 年も継続してい
ます。私なりに考えますと不易と流行、
変わらないもの、
時代に合わせて変えていくものに先輩方が上手に取り
組んできたからでしょう。
変わらないものは奉仕の理念です。調和の奉仕と「最
も多く奉仕する者、最も多く報いられる」の標語です。

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

自分を磨き、自分の仕事を磨いて世の中の役に立とう
という考え方です。これを言葉で表したのがロータリー
の目的と四つのテストです。長い歴史の中でロータリ
アンが身に付けてきたものが、親睦・高潔性・多様性・
奉仕・リーダーシップの５つの中核的価値観です。わ
れわれはこの特質を備えていかなければなりません。
２年前にロータリーはビジョン声明を出しました。
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人々が手を取り合って行動する世界をめざしていま
す」。出発点は職業を通じて役立とうという「I serve」
の考え方でしたが、さまざまな奉仕活動を積み重ねる
中で、広範囲に広がり責任も伴ってきている。そこか
ら「私たち」との考えに変革してきているのです。革
新性と柔軟性を重視しています。基本の奉仕の理念は
土台にあって、そこに咲く花は時代に応じて変わって
いくと考えていいでしょう。
ポール・ハリスは「人間が成し遂げたあらゆる業績
の中で、最も素晴らしいものは、心と頭と手を完璧な
までに結集した努力の賜である」と言っています。こ
れはロータリーそのものを指しているのでしょう。ロー
タリーは今、自分たちを「世界を変える行動人」と称
しています。われわれは少なくとも地域を変える行動
人でなくてはなりません。それが延いては世界を変え
ることにつながります。
先日本県を訪れたマローニー会長は「ロータリーの
素晴らしさを伝えてほしい」と言っていました。ロー
タリーの素晴らしさは人々をつなぐことです。会員、
家族、職業のネットワーク、そして世界的なコミュニ
ティーとのつながりです。ロータリアンであることを
誇りに、ロータリーを楽しんでください。われわれが
楽しまなければ、地域を楽しませることはできません。

◆寛容の色紙を寄贈

芳賀ガバナーは奈良の室生寺
の貫主に書いてもらった「寛
容」の色紙を阿部会長にプレ
ゼントしました。また、この
日点鐘に使われた鐘は、来年
の東京ロータリー 100 周年を
記念して作られたものでした。

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）
以上２件
関口武司さん、越智正典さん。

司会：佐々木幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（坂本佳友会員）
〕

◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）
関 口武司さん、大久保健蔵さん、鈴木弘康さん、山
以上５件
崎洋次さん、越智正典さん。
◆新田俊彦SAA
10月から席次が替わります。

坂本佳友会員

点鐘

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）

◆来訪ロータリアンの紹介
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◆いわき分区ガバナー補佐 上村直人様ごあいさつ
平ロータリークラブのみなさんには日ご
ろよりお世話になっています。分区のオピ
ニオンリーダーとしてますますご活躍くだ
さい。芳賀ガバナーの下、地区ではさまざ
まなセミナーや行事が開催されています。ためになる
タイムリーな話が聞けますので、ぜひご出席いただき、
学んだことをクラブに戻って伝えてください。
★ 結婚祝

★ 誕生祝

佐々木貢一さん

石井 隆幸さん

（９月26日）

（９月30日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
本日は芳賀ガバナーをお迎えして、
午前中にクラブ協議会を開催しました。
各委員会の活動にご助言をいただきま
した。芳賀ガバナーは７月から地区内
の各クラブを回り、本日で 42 クラブ目
と聞きます。全 65 クラブを訪問するま
で残り 23 クラブ、健康にご注意の上、お務めいただけ
ればと思います。

♥国際ロータリー第2530ガバナー 芳賀裕さん（例会
出席させて頂きました）♥いわき分区ガバナー補佐 上
村直人さん（例会出席させて頂きます）♥阿部弘行さ
ん（芳賀ガバナーを歓迎して。磐高野球部12年ぶりの
東北大会出場おめでとう）♥佐々木貢一さん（芳賀ガ
バナーを歓迎いたします。卓話よろしくお願いいたし
ます。結婚祝ありがとうございます）
♥石井隆幸さん
（誕
生祝ありがとうございます。59才になります）♥関口
武司さん（芳賀ガバナー、安藤地区幹事、上村分区ガ
バナー補佐、矢内分区幹事を歓迎して）♥鈴木俊哉さ
ん（芳賀ガバナーのご訪問を歓迎して）♥稲葉廣直さ
ん（芳賀ガバナー御来訪を歓迎します）♥鈴木東雄さ
ん（芳賀ガバナーを歓迎して）♥山崎洋次さん（ガバナー
御来訪を歓迎いたします）♥軽部良一さん（芳賀ガバ
ナー卓話よろしくお願いいたします）♥八幡恭朗さん
（芳賀ガバナー、上村ガバナー補佐を歓迎して）♥有賀
行秀さん（ガバナーを歓迎して）♥飯野光世さん（芳
賀ガバナーを歓迎して）♥鈴木弘康さん（芳賀ガバナー
の来訪を歓迎して）♥山﨑慶一さん（芳賀ガバナーを
歓迎して）♥志賀康朗さん（芳賀ガバナー卓話よろし
くお願いします）♥松崎浩さん（ガバナー、補佐の皆
様を歓迎して）♥高萩阿都志さん（芳賀ガバナー来訪
ありがとうございます。本日は宜しくお願いします）
♥伊藤盛敏さん（芳賀ガバナー、上村ガバナー補佐を
歓迎して）♥大久保健蔵さん（芳賀ガバナー、地区幹
事安藤様、上村ガバナー補佐、分区幹事矢内様を歓迎
して）♥森雄治さん（芳賀ガバナーを歓迎して）♥越
智正典さん（芳賀ガバナーを歓迎して）♥直江雅也さ
ん（ガバナー・ガバナー補佐ようこそ平RCへ。よろし
くお願いいたします）♥黒須幸雄さん（ガバナー並び
にガバナー補佐を歓迎します。磐高野球部東北大会出
場おめでとう）♥郡二三子さん（公式訪問お世話にな
以上26件
ります）

◆幹 事 報 告
⃝い わき平東 RC、いわき勿来 RC より 10 月プログラ
ムが届きました。
⃝いわき桜 RC より会報が届きました。

委員会報告・会員報告
◆出席委員会（渡邉博之委員長）
例会日
９月 26 日

基本会員数 出席者
51 名

32 名

メーキャップ数
―

★本日の例会案内 10月３日（木) 12：30 ～
いわき桜RC合同例会
米山記念奨学会委員会担当卓話
2530地区米山記念奨学会委員長 藤田弘美
お食事メニュー＝舌平目デュグレレ風
★次回の例会案内 10月10日（木)
外部卓話
NPO法人共創のまちサポート理事長 増子裕昭
お食事メニュー＝親子ちらし重

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会 安田信二
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