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「地域のために
地域のために未来
のために未来への
未来への奉仕
への奉仕」
奉仕」

≪例会日：毎週月曜日 12：30～13：30≫

■クラブ事務所■

≪例会場：釧路全日空ホテル 釧路市錦町 3-7≫

釧路市幸町 14 丁目 1-1 ノースコートサンスイ２F

会長 坂口 裕二 幹事 井岸 武雄

TEL(0154)23-6175 FAX(0154)23-6123

≪本日のプログラム≫ 7 月 9 日 12：30

≪次回のプログラム≫ 7 月 23 日 18：00

普 通 例 会

夜 間 例 会

ガバナー公式訪問

クラブアッセンブリー・出航式

2012 年 7 月 9 日(月) 第 2 回 通算１９
通算１９7
１９72 回
【会長幹事懇談会・クラブ協議会】

【点鐘】 坂口会長
【ロータリーソング斉唱】
「我等の生業」 ソングリーダー： 小泉 会員
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【お客様と来訪ロータリアンの紹介】 坂口会長
ＲＩ第 2500 地区 櫻田正弘ガバナー
ＲＩ第 2500 地区 副幹事 山本貴一
ＲＩ第 2500 地区 副幹事 森 茂
ＲＩ第 2500 地区 第 7 分区ガバナー補佐 長江 勉
ＲＩ第 2500 地区 第 7 分区ガバナー補佐幹事 工藤ゆかり
【会長挨拶】 坂口会長
皆様、こんばんは。まずもって櫻田ガバナー、山本、森両副幹事、長江ガバナー補佐、
工藤補佐幹事におかれましては大変お忙しいなか、3 時過ぎからの会長、幹事会からの
長丁場、まして本日は午前中の音別クラブさんに引き続いての公式訪問と言う事で大変
お疲れの所、当クラブの例会にご出席いただき誠にありがとうございます。また、先程の
クラブ協議会では、大変貴重なお言葉を頂き、重ねて御礼申し上げます。
先週から、新しい年度が始まり、今日までにローターアクトを含め四つのクラブの表敬
訪問に行って参りましたが、どのクラブでも話題に上がるのがやはり会員増強の問題です。クラブによっては会長も幹
事も 3 回目というクラブもございまして、まさに緊急を要する課題だと改めて強く感じたところでございます。決して会
員が多ければ良いというものではないと思いますが、会員が多くなるという事はそれだけロータリーの奉仕の精神が
より多くの人に広まるという事であり、その事が田中作次 RI 会長、そして櫻田ガバナーのテーマにある奉仕を通じて
平和への道を築く事に繋がるのだと思います。
会長に就いてまだ何日も経っておりませんが、この 1 週間だけでも非常に勉強になり、少しずつロータリーの事が分
かってきたような気がします。また、今まで分らなかった楽しさも感じております。改めて、皆様のご指導、ご協力をお
願いしまして、第 2 回目の会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

【幹事報告】三木副幹事
1. 7 月のロータリーレート 一ドル 80 円
2. 近隣クラブより会報ならびにプログラム案内拝受
3. 第 11 回日韓親善会議の案内拝受
4. 近隣クラブより活動計画書拝受
【委員会報告】
親睦活動委員会 佐藤和彦委員
本日のガバナー公式訪問例会について櫻田ガバナーよりニコニコをいただいております。
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【本日のプログラム】

担当 理事会

■ガバナー公式訪問・櫻田ガバナー講話
【長江ガバナー補佐より櫻田ガバナーの紹介】

【櫻田正弘ガバナー講話】
ご紹介をいただきました櫻田正弘でございます。少し自己紹介をさせていただきます、
私の生まれは寺でございます、こちらのクラブの八村さんと同じ寺で浄土真宗の西本願
寺の寺です。八村さんとは私の娘が室蘭の寺に嫁に行っておりまして、室蘭の寺の棒守
をしていますが親戚関係になりますのでは八村さんにはお世話になっております。ガバ
ナーになって 10 日しか経っていないのでわずかな時間ではありますが、お話をさせて
いただきます。毎年ＲＩ会長、ガバナー、クラブ会長が活動方針をだしますが、このテー
マは何だろうか、そして毎年変わるんですね、本当に変わっていいのかという気持ちを持っています。これはクラブ
の目標ではないか、それをテーマといっているのではないかと思っています。これに向かって皆で頑張ろうというもの
ではないかと思います。その中身はやさしそうでもなかなか完璧には成し遂げるには難しいものではないかと思いま
す。今までのテーマロータリーでも（超我の奉仕）というテーマがありました、あるいは四つのテスト職業奉仕がありま
すが、これを完全に実施するのは難しいのではないかと思います。それぞれ皆さんが努力されていますが真実かど
うか友情を皆さんと分かち合っているかどうか、難しいからテーマになるのではないでしょうか、簡単にできるのであ
ればテーマにならないのではないかと思います。今までテーマについて完璧にできたからやめようという話しは聞い
たことがありません。毎年努力目標を決めて頑張ろうというのがこのテーマではないかと思います。人間の目標はそ
のようなものではないかと思います。できないかもしれないけれど努力することに意味があるのではないかと思います。
ロータリーではいろいろテーマを掲げ目標を持って目標のために頑張ろうとそして支え合って頑張っていくのがいい
友情が生まれそしてロータリーの結束が整いそしてその人の人格が磨かれその後ロータリアンは立派だという評価を
いただくのではないか、いい加減な生活をしているとその評価は生まれてこない皆さんの生活の中からあの人がロー
タリアンであれば信用できるという行動を一人一人が努力することで自然とロータリアンのイメージが上がるのではな
いかと思います。先ほど申し上げたのですが、坂口会長の活動方針の中で教育をとりあげておりました、私はこのこと
はすばらしい見識であると思います。教育という仕事は永遠の課題です。目標を達成するのはなかなか困難です。き
ちっと目標を立てて頑張るということが大事ではないかと思います。偏差値などではなく人間性を養うのが教育だと思
っています。道徳心とか倫理観を目指すことがテーマとして続くのではないかと思います。ぜひ、これに向かって皆さ
んのロータリーの奉仕の実践をこれを軸にして向かっていくことがすばらしいことではないかと思います。
『心と心、笑顔と笑顔、今奉仕のために行動を起こそう』
奉仕とは、みんなのおかげ社会全体のおかげで生かされている喜びをお返ししたい思いが奉仕ではないかと考えて
おります。
少しボーイスカウトについてお話をさせていただきます。ボーイスカウトは子供達の社会教育、そして仲間つくりに
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有益な活動です、最近子どもたちの生活で塾だとか、クラブとか、いろいろなところで参加人数が減っており危機感を
持っております。
初代のボーイスカウトの総長は東京の後藤新平さんですそのメッセージでこのような言葉があります、『人のお世話に
ならぬよう、人のお世話をするようにそして報いを求めぬように』というメッセージでボーイスカウトの子どもたちは自分
のことは自分でするというのが活動の基本になっています。ですからあまり人の迷惑をかけないで生きるようにそして、
人のお世話をするように、ボーイスカウトでは初級は自分のことは自分でできる 2 級は人のお手伝いができる、1 級は
グループのお世話ができるそのようなことを訓練することが活動の基本になっています。そのような訓練を通じて人の
ために報いを求めてはいけないとボーイスカウトでは言っております。奉仕とは人に言われてすることではない自然
に出てくるもので一人一人のロータリアンが身の丈にあったものを見つけてやるもので、自分にできるものを見つけ
て行動することをお願いしたい。そのような教育が大事ではないかと坂口会長が教育問題を取り上げたのではないか
と考えております。ボーイスカウトの精神がロータリーの考えに似ていると思います。ボーイスカウトの考えは分かりや
すく子どもたちに伝えております、ロータリーは難しい表現でありますが、易しくみんなが分かるような表現でロータリ
ーの奉仕『超我の奉仕』は自分は 2 の次にして人のために手を差し伸べるのが『超我の奉仕』で、奉仕は行動で表さ
なければならないとするのが、決議 23-34 にうたわれております。ぜひ、行動に移そう、奉仕のために行動を起こして
いただきたい。
最後にＲＩ会長が 30 年ぶりに日本から田中会長が出ております、6 月 22 日からポルトガルのリスボンで開催されま
すぜひ参加をお願いします。

【坂口会長公式訪問例会謝辞】
櫻田ガバナーにおかれましては、ガバナーのお人柄がにじみ出るような大変温かいお話を頂きましてありがとうご
ざいました。
冒頭の『ロータリーの言ってる事はたとえば「四つのテスト」などは言ってる言葉はとても易しく簡単な言葉だけどそ
れを達成するのは簡単なことではないですよ』とおっしゃっておられましたが、まさに今日のガバナーのお話はそれ
そのもので、大変分かり易い簡単な言葉でお話し頂きましたが、頭では理解できても、それを達成するにはそれ相当
の努力が必要であると感じました。他にも共感できる部分がたくさんあり、ボーイスカウトの話の中で、「人にお世話に
ならないで、自分の事は自分でする」と言う事も私も日頃から今の子供は、親が手を掛け過ぎて自分の事が自分でで
きない子供が非常に多いと感じておりますし、最後の方の「身の丈に合った奉仕」という言葉も、あまり努力せずに達
成できることでは意味がないし、かと言ってあまりにも高い目標ではめげてしまいますので、まさに「身の丈に合った」
という言葉には非常に感銘を受けました。
最後に 2500 地区には 66 のクラブがあり今日が 8 か所目で、あと 58 ヶ所あると聞いております。どうかご健康にご留
意されまして、無事公式訪問を終えられ、2500 地区を引っ張って頂けることをご祈念申し上げまして、簡単ではござ
いますが、謝辞とさせて頂きます。ありがとうございました。
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《例会運営委員会 加藤委員長》
加藤委員長》
７月 ９日 在籍数 ２６名
出席免除者 ３名 出席義務者 ２３名
名誉会員 １名 出席者
２３名 欠席者
３名
会報委員長： 佐藤 和彦
委員：
佐久間 好明

副委員長： 山本 秀基
金田 剛
櫻田 美香
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小泉

「編集：山本会員」
出席率 88.5％

和史

