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ポール・ハリスと米山梅吉
　　米山梅吉記念館　理事長

　　松村　友吉様

卓 話

１．次年度事業計画書原稿提出のお願い
２ ．ウクライナ災害救援金41,000円を地区へ送金
　ご協力ありがとうございました

4月合計　43,000円
細澤君…松村理事長、本日はよろしくお願いいたします。
石川君…3年ぶりのゴルフ楽しくできました。三好さんと
大友君にお世話になりました。
實石君…松村理事長、本日はありがとうございます。卓
話もよろしくお願いします。
三好君…約 2年ぶりのゴルフコンペへのご参加ありがと
うございました。やはりゴルフは楽しいですね。次は9月
頃を予定しますのでよろしくお願いいたします。
大石（昭）君…亡き父の葬儀の折心遣いありがとうござ
いました。無事に葬儀を終えることができました。
大友君…松村米山梅吉記念館理事長本日はよろしくお
願いいたします。
積君…松村さんよく当クラブにおいでくださいました。お
話を楽しみにしています。
山口君…松村理事長卓話を快諾いただきありがとうご
ざいました。

◆第11回定例理事会
　2022.4.22（金）13：35～　出席者13名

【報告事項】
１．クラブ細則変更撤回の件
⇒�清次期会長：次年度までに決定が間に合わないので、
今回は細則変更せず、次年度は12回のうち6回は最終
週例会を行わない形とします。
２．5/22（日）地区大会第2日目クラブバス手配の件
⇒�会長幹事は前泊のため、副会長幹事による引率（19
名）集合時間等詳細は調整中　⇒副幹事、仕事の都
合で欠席のため、副会長による引率　⇒渡邊（洋）：
コロナ禍の感染状況により変更等あり得るのですか？
大友幹事：連休明けには判断が出るかと思います。

【議事】
１．5月例会プログラムの件　承認

5月6日 祝日休会
5月13日 地区研修・協議会報告①

� 渡邉（秀）君、大友君、大石（昭）君、
� 白壁君、大石（顕）君　　　　　 　

5月20日 地区研修・協議会報告②
� 太田君、野口君、東君、海野君

5月27日 地区大会報告� 清副会長、大友幹事
6月3日 Ｒ親睦活動月間担当例会

� 親睦活動委員会委員長

２ ．5/1（日）三島ＲＣ創立65周年記念例会祝儀（20,000
円）の件　⇒實石会長：三島ＲＣの会長から直接ご
連絡をいただきました。承認

３ ．小林敏彦君退会の件　⇒大友幹事：静岡支店へ転
出のため退会となります。承認

４ ．新会員候補者（小林君後任者）　⇒後任者のため

　先ほどは貴重なご寄付をいただき、ありがとうござい
ます。館の運営に大事に使わせていただきます。昨年9月
に積前理事長から理事長職を引き継ぎましたが、これか
らますます「全国のＲ活動のシンボル」となるよう広報に
努め、安定した館運営ができるように頑張ってまいりま
す。引き続きご支援をよろしくお願い申し上げます。現在、
沼津ＲＣからは、細澤常務理事、山口理事、實石事務局
次長、渡辺運営委員にご出向いただき、大変なご努力で
館を支えていただいております。重ねて感謝申し上げます。
　本題の「ポール・ハリスと米山梅吉」の話に入ります。

１．二人の共通点
　二人は、ＲＣの創始者であるということが、最も共通

理事会だより理事会だより

していることですが、それ以外に3つの共通点を挙げま
した。1つは全くの同時代人であること、2つ目は若き日の
強烈な成長意欲「青雲の志」が共通していること、更に3
つ目は家庭における不幸ともいえるつらい出来事を経験
されていること、です。素晴らしい人生を歩まれ、多くの
人々に多大な貢献をされたお二人に、私たちはまだまだ
多くのことを学ぶ必要があると思います。
２．Ｒの理念
　最近のＲは少し理念についての議論が少ないように思
います。突き詰めれば、Ｒの理念は定款の「Ｒの目的」に
ある「奉仕の理念」がそれにあたりますが、それだけでは
ない、もっと広い外向きの分かり易い理念が付随すると
いいと思っています。それは、恐らく、ポール・ハリスや
米山梅吉の生き様に現れた彼らの精神に求めることが
できると思います。
３．これからのＲ
　現在Ｒは大きく変わろうとしています。それは、組織
改革と若返りによる再活性化に眼目があるように思いま
す。それは必要なことかもしれませんが、これまでのＲ
活動の伝統や財産も一方で大事にしながら、一番身近
な私たちのクラブを大切にしていってほしいと思います。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

諾否お伺い無し　スポンサーは会員維持増強常任委
員長・会員増強委員長　承認

５ ．志下海岸清掃参加要請の件　⇒影島沼津北ＲＣ
会長より提起。千本をよくする会と同日同時間ですが
場所が離れているため志下海岸清掃には参加せず、
千本清掃を行う。否認

６ ．杉山哲男君退会の件　⇒大友幹事：6/30付けで退
会の申し入れがありました。承認

７．その他

　沼津ＲＣ70周年記念事業として、米山梅吉記念
館へ寄付金を贈呈しました。その後、米山梅吉記念
館理事長の松村様より卓話をいただきました。
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5月20日（金）
　地区研修・協議会報告②
� 太田君、野口君、東君、海野君

会員誕生日　　渡邉　真司君
配偶者誕生日　　山本直子様（洋祐君）、
　　　　　　　大村　圭一様（愛美君）
結婚記念日　　村上　綾一君

5月27日（金）
　地区大会報告
� 清副会長、大友幹事

NO.19

　皆さんこんにちは、ＧＷも終わりましたがいかがお過ごしで
しょうか。
　今月のＲは青少年奉仕月間です。調べますと、青少年奉仕
は、1923年、セントルイス国際大会で「善良で健全な市民を育
てる」青少年奉仕活動が討議され、当初は社会奉仕委員会の
小委員会として発足し、青少年育成の重要性から、青少年交
換、奨学生、インターアクト、ローターアクト、Ｒ青少年指導
者養成プログラム、職業相談指導、Ｒ地域共同隊、Ｒ地域
社会共同隊、身体障害者の援助、各種野外活動などを通じ
て才能と熱意を呼び起こし、奉仕と責任感を育てることを目
的とすると定義されました。そして5月は若い人々の育成を支
援するすべてのＲ活動に、焦点を当てる「青少年奉仕月間」と
なっており、これから少子高齢化が進むなか、明日のリーダ
ーを育てる事の重要性を理解し、様々なプログラムや活動を
通じて、地域社会やクラブの未来を担う才能豊かな若者たち
のリーダーシップを養う人材育成、そして、それを地域社会に
還元させる導きが大切なことと考えられています。我がクラブ
でも、ＩＡＣ、奨学生の受け入れや青少年交換プログラムを
行っています。1966年（昭和41年）の沼津商業高等学校ＩＡＣ
設立にあたっては、当時のクラブの諸先輩のご努力により県
内初のＩＡＣとなりました。現在もう一つの桐陽高等学校Ｉ
ＡＣも2016年に設立され両校が活動を行っています。また、青
少年交換Ｐでは2007年（平成19年）奥村会長の時、オーストリ
アからカタリーナ・ピルスさんを受け入れました。（カッティ何
歳？15年前）そして現在、マドマン・ソピダさんを米山奨学生
カウンセラークラブとして受け入れています。これから先もこの
大事な若者をサポートし、青少年奉仕活動を、様 な々時代に
あった内容で、活動しなければならないと思いますので、皆
様のご協力と理解をよろしくお願いいたします。
米山記念奨学生 �マドマン・ソピダ君
他ＲＣ出席 �清君・渡邉（秀）君・東君・野口君・大石（顕）

君・大石（昭）君・太田君・大友君・白壁君・
渡邉（雅）君・海野君（4.24 地区研修・協議会）、
細澤君・實石君・大友君・渡邉（真）君・山口
君（4.23 米山梅吉記念館春季例祭）、實石君・
大友君・峯村君・太田君・海野君（4.29地区奉
仕活動委員会セミナー）、實石君・大友君・山
口君（5.1三島ＲＣ創立65周年記念例会）
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１．例会変更のお知らせ
沼津柿田川…5/25（水）は夜間例会
２�．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭　⇒實石会長・
大友幹事・細澤君・渡邉真君・山口君　5名出席
３．4/24（日）地区研修・協議会（Zoom開催）
⇒11名出席
４．4/29（日）地区奉仕委員会セミナー（Zoom開催）
⇒�實石会長・大友幹事・峯村青少年委員長・太田国際
奉仕委員長・海野君　5名出席
５．5/24（火）日帰り研修親睦旅行中止のご案内
⇒�5/6に配信・ご納入いただいた参加費返金は受付親睦
委員会にて対応しております
６．5/28（土）富士ＲＣ夜間例会へのお誘いのご案内
⇒5/6に配信・参加希望者は事務局まで
７．「ロータリーの友」5月号　配布
８．5月のロータリーレート　1ドル＝130円
９．5/22（日）甲府地区大会クラブバスのご案内
⇒地区大会参加者へポストイン
⇒�バス集合時間は9：40@沼津駅北口ロータリー・時間
厳守でお願いします

東君…前回の例会で結婚記念日（5月 12 日）ありがとう
ございました。
實石君…結婚記念日のプレゼントありがとうございまし
た。先程幹事から33回目と知らせていただきました。
大石（顕）君…結婚記念、誕生日のお祝いありがとうござ
いました。ロータリアンとして1歳を迎えることができまし
た。引き続きよろしくお願いいたします。
大村君…母の日にソピダさんからお花とカードをもらい
ました。人生初の母の日、とてもうれしかったです。
積君…甲府の地区大会に出席します。会長幹事さんには
お世話になります。
横溝君…父の葬儀に際して色 と々お気遣いいただきあり
がとうございました。おかげさまで滞りなく終えることが
できました。

次年度幹事　　渡邉　秀一
公共イメージ向上・会長幹事分科会　今回の地区研修・
協議会もオンラインZoom開催となりました。公共イメー
ジ向上委員会とは、数年前に新しくできた委員会で、メ
ディアや口コミを通して、Ｒのイメージを上げていくとい
う基本理念の下に会員増強につなげて、Ｒの和を拡げて
いくというものです。Ｒという名前は知っていても、何を
している組織なのかはあまり知られてないのが現状です。
過去には、各クラブで事業等を行い、メディアに取り上
げていただくという活動をしていましたが、小さなクラブ
ではなかなか大変なのと、メディア関係者に伺うと、公
平性の観点からＲのことばかりで記事を埋めることはで
きかねますとのことですので、これからは、さらに、読
者や視聴者が興味のあることを、複数のクラブで合同で
やっていこうということです。次年度は「イマジン�ロータ
リー」というテーマですので、想像を膨らまし、公共イメ
ージ向上の活動を増やしていきたいと思っておりますの
で、皆様方におかれましても、ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。

次年度会員増強委員長　　大友　保志
　4月24日13：00よりZoomにて開催された地区研修・協
議会に参加させていただきました。14：00より岡村次期
会員増強・維持委員会委員長のもと分科会が行われ、冒
頭より岡村委員長が「ハッキリ言います。」と前置きをしな
がら、「現状各クラブ共に会員の増強どころか現状維持
に精一杯ではないでしょうか。」との発言をしておりまし
た。また、衛星クラブやＥクラブの話とともに法人クラブ
などの検討が今後の課題だとの話をされましたが、これ
からのＲは何処へ向かうのか、少し違和感を覚えました。

次年度Ｒ財団委員長　　大石　昭裕
　次年度も例年と同様に「Ｒ財団への寄付と補助金の
活用」を柱として「年次基金寄付�US＄150/人・年」「ベネ
ファクター�各クラブ1名以上」「ポリオプラス基金への寄
付�US＄30/人・年」「Ｒカード（個人・法人・クラブ）加入
促進」「全てのクラブが地区補助金を活用して地域に貢
献」「グローバル補助金を活用して国際貢献」の地区方針
を掲げています。寄付金のみで支えられている財団にと
って年次基金は主要な財源であり、クラブや地区が計画
した地域・海外での活動を支援する重要な資金源となる。

次年度職業奉仕委員長　　白壁　浩之
　ＰＧ安間みち子氏：リーダーとは、目標を設定し、会
員メンバーを信じさせる 【分科会】太田委員長予定：富
士川流域の清掃活動予定　特に片親家族たちを多く参
加してもらう？　海岸清掃予定 【報告】次年度奉仕活動
委員会委員長 伊藤博（静岡ＲＣ）：グループの中で一つ
のテーマに沿って各クラブが集まって共同して奉仕活動
やれたらどうだろうと考えています。各Ｇ補佐を中心とし
て各委員を2名つけて各クラブをまとめてもらい、グルー
プで行う奉仕活動を大々的にあげていただく。きちっと
した計画とスケジュールに則っていき、7月1日には全員
で実行できるようにしていきます。

新会員　　大石　顕志
　3代にわたるロータリアンである髙野様より、奉仕とは
何か。ＲＣの構造、目的、四つのテストについて教えて
いただき、「最も奉仕する者が最も報われる」との結論に
ついて理解が深まりました。また、Ｒの新しい「ビジョン
声明」と優先的事項、中核的価値観についてお話をいた
だきましたが、ＲＣの会員とは目標を共有する人たちが
一緒に活動できるよう、つながりと機会をつくりだすこと
ができる人たちであるとの言葉が印象に残りました。この
ような機会に恵まれたことに感謝いたします。

地区研修・協議会報告①

ロータリーの標語

超我の奉仕




