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関中央ロータリークラブ会長テーマ

「みんなで考えよう

未来へ繋ぐために」

本日のプログラム 第 2043 回例会 2021 年 8 月 5 日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 ／ 担当 会長・幹事

前例会の記録

第 2042 回 2021 年 7 月 29 日
（木）

「ガバナー補佐様によるＣ．アッセンブリー」
担

当

会長・幹事

当時ＯＮと言われたＮの長嶋茂雄さんに衰えがみえ
はじめていた頃なので、私は当然王ファンになり、
彼のことが知りたくて、いろいろな本を買ってもら
って読みました。王さんのお父さんは中国人、お母

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

さんは日本人であること、双子であったがそのお姉

＊お客様の紹介

さんが早く亡くなった後、体が弱かった彼が丈夫に

東海北陸道グループ ガバナー補佐 村下 侚刑様

なっていったこと。甲子園に 4 度出場して、2 年生の

IM 実行委員長

河合 有二様

春に優勝投手になっている。その年の国体には、中

＊会長あいさつ

土屋敏幸会長

華民国国籍だったため、彼 1 人だけ出場出来なかっ

ＭＬＢの大谷翔平選手の活躍が

た。このことが、王さんが「生涯最も悔しかったこ

凄まじい。野球好きの私にとって

と」と語っている。その後、プロ野球に入っても差

胸のときめく日々を送らせてくれ

別的なことはあったようです。でも私の知る王さん

る彼に感謝している。彼が日本だ

は、いつも紳士であり続けてくれました。それは、

けでなく、アメリカのファンも魅了するのは、お金

今もなお続いています。

や名誉ではなく、ただ野球が好きで、常に全力でプ

私が心に残るエピソードを 3 つ紹介します。

レーしているからだろう。容姿、体、成績、人格す

1 つ目は、高校時代。試合に勝ってグラブを放り投

べて良しのこの 27 才の野球小僧を今後も応援し続け

げて喜んだ姿を見た兄・鉄城さんに「お前は相手の

ようと思う。しかし、私が今までに一番尊敬する野

気持ちを考えたことがあるのか」と咎められたこと

球選手は、王貞治さんです。私が小学校の時、いつ

や、父・仕福さんから「日本に来て 日本に生かさ

もテレビで彼のホームランを見ていました。
（当時は

れていることを忘れず、偉ぶったり、おごったりし

巨人戦しかテレビ中継がなかったような気がする。）

て他人に反感を買うことが最もいけないことである」

と教えられたこと。このことをみても、彼の人間形

う兆しが見え始めてきた昨今であろうかと思われま

成に家族の役割が大きいと思う。

す。

2 つ目は、ワールドベースボールクラシック（ＷＢ

昨年の 7 月に次期ガバナー補佐予定者懇談会が名

Ｃ）優勝の際、海外メディアから「あなたは日本人

古屋で行われ、ガバナー補佐としての役割、責任の

ですか？」と質問された王さんは「父は中国人だが、

重さというものを痛感いたしました。シェカール・

母は日本人です。私は生まれた時より日本で育ち、

メータ RI 会長は「奉仕をしよう みんなの人生を豊

日本の教育を受け、日本のプロ野球人として人生を

かにするために」と人のために生きてこそ人生は価

送ってきました。疑う事なく日本人です。
」と答えて

値があると言われ、これをうけて浦田ガバナーは「つ

います。こんな大きな人間に第 1 号の国民栄誉賞を

ねに超我の奉仕を胸に」ということで地区の方針を

贈った日本国もまんざら捨てたものではないと思う。

掲げられました。自己の成長の意思を持つ職業人が

大谷君が、彼に追いつき、追い越すことを一番に望

集まって、人のことを第一に考え、自己のことは第

んでいるのは王さんかもしれない。

二に、そして友愛の精神で会員は広く結ばれ、懇親

3 つめは、大食漢として知られる川上哲治元巨人軍

を深める。会員は集い、互いに研鑽し、奉仕のエネ

監督が王さんにだけは降参したこと。また酒も非常

ルギーはそこから活動に繋がります。ロータリアン

に強く、数多く彼が挑んだ飲み比べで負けた相手は

として個々の資質を高め、地域に合った奉仕をする

大鵬ただ一人だったという。私も大食漢なのですが、

ことが地域社会との密接な関係を作る事になります。

王さんのような酒豪になりたい。いつも酒に飲まれ

結果として会員増強に繋がるのではなかろうかと思

てしまうのでトレーニングを積み重ね、いつか酒豪

われます。今年 1 年間、ガバナーと各地域のクラブ

王さんの足元へ行ければと思います。

との間のパイプ役として 1 年間頑張って、また一緒

＊東海北陸道グループ

に勉強していきたいと思いますので、どうぞよろし

ガバナー補佐

くお願い致します。

村下侚刑様ご挨拶卓話

＊「ガバナー補佐様によるＣ．アッセンブリー」

17 日に梅雨明けが宣言され、厳

クラブ奉仕委員会

しい暑さが続いております。23 日

波多野篤志委員長

からは東京オリンピックが始まり、コロナの迫間に

今回の活動計画を作るにあたり、

あって、昭和 39 年の時の様な盛り上がりがないにし

クラブ研修リーダーの川上さんよ

ろ、国民の皆さんには思いや考えがあろうかと思い

りそれぞれの委員会の委員長は、

ますが、いったんやることを決まった以上は、マナ

各委員とよく相談し計画するように言われました。

ーなども含めて日本の良さを世界にアピールできる

そのことを念頭に置き、基本方針を計画させて頂き

絶好の機会であろうと思います。国民一人一人が前

ましたが、当委員会は、各委員会の目標・計画をス

向きになってそして最善を尽くすためにはどうある

ムーズに実行できるようにする事が役目ですので、

べきかを考えて行動するということが最も賢明な事

これからの行事ごとに各委員長と打ち合わせを行い

であろうかと思います。

クラブ運営していきます。

去年の春頃から新型コロナウイルスということで

まず基本方針は、年次運営計画書に記載の様に、

今日に至るまで恒例とされていた 3 クラブ合同の花

クラブ奉仕部門各委員会の事業計画、活動計画を把

見例会、あるいはゴルフコンペといった行事や地区

握し、各委員会及び委員長と意思疎通を図り、魅力

の行事も中止となり、各クラブにおいても例会すら

ある活動が実施できるクラブ運営に努める。今日の

ままならないというような状況の中であったわけで

コロナ禍の中、なかなか思うようにクラブ活動が出

ございますけれども、ここにきてワクチンの接種が

来ません。クラブ会員同士が、会う機会も減ってい

大きく進み、ようやく以前の状況になってくるとい

ますので、少しでも多くの会員と活動が出来るよう

にしていきたいと思っています。また、クラブの公

山本 義樹委員長

共イメージを上げていき、広く一般の方々にもクラ

【基本方針】

ブ活動を広報していきたいと思っています。

私たちが住む地域が、今後ともより良い生活環境を

次に事業計画ですが、
１．各委員会の事業が円滑に運営される様に、連絡・
調整を図る。
２．各行事に多数の会員が参加でき、地域貢献を実
感できる様に務める。
３．一年を通じて、仲間と友情を育む事のできる、
魅力ある活動となる様に務める。
４．各委員会の計画及び活動時に、若い会員とベテ
ラン会員が積極的に意見交換出来る様に努める。

実現できるよう環境保全活動を行う。
【事業計画】
１．世界農業遺産長良川流域の環境保全活動を行う。
２．地域の環境保全活動に参加し、支援を行う。
３．社会奉仕委員会の活動に協力する。
国際奉仕委員会
波多野好文委員長
【基本方針】
ロータリアンの社会的親交によっ

特に事業計画に反映させていることは、クラブ会員

て、国際間の理解・親善・平和を

基盤増強と退会防止を念頭に置き考えました。これ

推進する。

からの会員増強の時に説明できるクラブの魅力造り

【事業計画】

と若年会員の退会理由を考慮して計画しました。退

１．姉妹クラブである台北南隆ＲＣとの交流を行う。

会理由としてよく、
”会員同士の交流が無かった”と

２．関商工と景文高校との交流を行う。

か、
”満足できる奉仕・活動が無かった”等の意見が

３．財団寄付（ポリオプラス等）集めに、街頭募金

上がっています。その意見を反映させ計画としまし

などの活動を積極的に行う。

た。やはり、会員同士のかかわりが大切で、特に、

（１～３コロナウイルスの感染状況を見極めた

例会や行事に参加し、会員同士が助け合って活動す

上で活動する）

ること、また、会員からの意見やアイデアを募って

青少年育成委員会

クラブ運営をすることが大切なので、会員一人一人

西田 健一委員長

の積極的な行事への参加や意見を出して頂きたいと

【基本方針】

思います。今年度の関中央ロータリークラブのテー

次世代を担う青少年の健全育成の

マは、
「みんなで考えよう 未来へ繋ぐために」です。

ために、地域社会と連携を図り、

皆さんのご協力をお願いします。

支援協力する。

社会奉仕委員会

【事業計画】

山本

１．関商工インターアクトクラブに協力する。

義樹委員長

【基本方針】
地域社会において、人々が安全で豊

２．関市発明工夫展、児童生徒科学作品展に協力す
る。

かな生活が図れるよう支援する。

３．関市スポーツ少年団事業に支援協賛する。

【事業計画】

４．但し、新型コロナウイルス感染状況により事業

１．地域における多々ある奉仕活動に参加し、支援
をする。
２．次世代を担う子供たちの健全育成を願い支援を
する。

事態に変更が生じる可能性がある。
＊助言及び総評
ガバナー補佐

村下侚刑様

非常に和やかな中に充実した計画がなされていると

３．環境保全委員会の活動に協力する。

いうことで感銘を受けております。クラブにはそれ

４．新世代委員会の活動に協力する。

ぞれ個性があり、若い方の多いクラブ、年配の方の

環境保全委員会

多いクラブなどあり奉仕の仕方も変わってくるかと

思います。ロータリーは職業奉仕が原点であり、職

年後、少子化の影響もあり生徒数が激減することが

業奉仕がなくてはロータリーは継続できない。職業

予想され、今後、関市立の高校のあり方や、いかに

奉仕というのは何かと言いますと、私が印象に残っ

生徒を獲得するかなどの議論をされたそうですが、

ている話を簡単にお話しますと、会社の帰りにいつ

これといった結論もなく改めて難しい問題に直面し

もパン屋に寄って帰る生活を毎日続けている人が、

ていると感じられたそうです。我々関中央ロータリ

パン屋の閉店時間が 30 分過ぎていたが、パン屋に寄

ークラブも全く同じような問題を抱えておりこれか

ってみると店は開いており、そのお客さんの名前を

らは特に魅力あるクラブ作りはもちろんですが、会

袋に書いて置いてあった。しかし、そのパンではな

員個人も魅力ある人格形成を心がけていこうと話を

く、新たに作り立ての温かいパンを渡してくれ、そ

されました。少しお酒も進み、高井さんのお話から

のお客さんは感動したというお話です。お客さんに

最近、改めてロータリーの広報誌を読まれているそ

いかにしたら喜んでもらえるかと考えて行動すると

うで、いろいろな情報が掲載されているので、他ク

いうことが職業奉仕ではないかと考えます。

ラブの活動などを参考に自分たちに取り入れていけ

＊ＩＭ実行委員長

たらよいのではないかとの事や、関中央、関、美濃、

河合

有二様ご挨拶

3 クラブ合同お花見例会の成り立ちについて話を聞

ＩＭのご案内をさせて頂きます。

かせていただき先輩方の行動力に改めて感銘を受け

2021-2022 年度ＩＭを Face to

ました。その後は美味しい料理とお酒、先輩方の楽

Face で久しぶりに行いたいと思

しい会話であっという間に時間が過ぎ終了となりま

います。9 月 12 日（日）受付 13 時 30 分、点鐘 14

した。今回の IGM は自分にとって 2 度目となりまし

時で、美濃市健康文化交流センターで行います。
「人

たが、前回同様に先輩方のコミュニケーション能力

生 100 年時代の幸せな形を作る」という講演を行い

の高さに楽しく参加させていただきました。今後は

ます。コロナに関する内容のお話もあるということ

ロータリークラブの知識と理解を深め、少しでも自

ですので、皆さんコロナに関するご質問などありま

分の意見をお伝えできるよう意識していこうと思い

したら当日質問して頂ければと思います。東海北陸

ました。

道グループも 8 クラブから 6 クラブに減少してしま

＊出席委員会

いましたので、大勢のご参加をお願いします。

会員数 30 名、本日の出席 16 名です。

また 2 回も延長になりましたグループのゴルフコ
ンペを企画しております。浦田ガバナー杯の予選を
兼ねて行います。上位 2 チームはガバナー杯に出場

＊ニコボックス委員会
・会長・副会長、副幹事
村下ガバナー補佐、河合ＩＭ実行委員長、本日は

することになっておりますので、こちらも大勢のご

よろしくお願い致します。

参加をお願いします。

18 名のご投函ありがとうございました。

＊７月度(7/21)ＩＧＭの報告

＊幹事報告

レポーター

北原 慎会員

・日本のロータリー100 周年実行委員会 ビジョン

7 月 21 日水曜日に行いました

策定委員会より「日本のロータリー100 周年ビジ

IGM の報告をさせていただきま

ョンレポート 2020（本編）」拝受

す。6 時半より土屋さん、高井さ

・第 2680 地区より小冊子を拝受

ん、川村さん、大藪さん、田中さん、波多野さんと

2018～2019 年度会員増強物語 ベスト 60 人の心

私北原の 7 名参加で味の孫六さんにて行いました。

2020～2021 年度 会員維持増強物語 ロータリ

まずは、世話係の大藪さんのご挨拶と乾杯で始ま
り、土屋会長から関商工の未来を考える会議に出席
された内容報告を話していただきました。およそ 10

アンでよかった
・第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内
日 時：10 月 2 日 東京・市ヶ谷

日本棋院本院 1 回対局室
参加料：7000 円
申込先：事務局 8 月 31 日（火）まで
＜次例会の案内＞
第 2044 回 2021 年 8 月 26 日（木）
卓

話 国際ロータリー第 2630 地区
会員増強委員会委員 亀井

テーマ 「会員増強について」
担

当 会員基盤増強維持委員会

和彦様

