
第 1406 回例会 平成 28 年 8 月 17 日(水) 

＜＜本日のプログラム＞＞ 

1. 点      鐘  

2. ロータリーソング♪「我らの生業」 

3．「4 つのテスト」唱和  

4. 本日のお客様・ビジター紹介                 

5. 会長の時間      6.幹事報告     

7. 出席報告  8. ハッピーＢＯＸ披露  

9. 委員会報告 ♪8 月のセレモニー「新原 輝彦君」     

10. 8 月のフォーラム 「武政会員増強委員長」 

11. 次週例会案内～ 8 月度米山奨学金 授与 

    「杜 一飛君帰国報告」 

12．点       鐘  

第 1405 回例会記録 平成 28 年 8 月 3 日（水） 

■会長の時間       会長●岩切 正司君 

皆 さ ん こ ん に ち は 、        

本日は「ガバナー公式訪問」

でございます。先ず始めに指

宿ＲＣ大重勝弘ガバナーです。

堀之内地区幹事です。そして

当クラブの藤堂孝一ガバナー

補佐、ようこそ御出で

下さいました。どうぞ

本日は食事をいただき

ながら話を聞いて下さ

い。会長の時間はいつ

もの様に職業奉仕の話

をいたします。「売り手良し買い手良し世間良し」

「三方よし」は「買い手よし、売り手よし、世間

よし」といわれ、近江商人の活動の理念を表わす

ものです。 その原典は江戸時代中期の近江商人

である中村治兵衛が孫に残した書置にあるとさ

れ、そこには、「たとへ他国へ商内に参り候ても、

この商内物、この国の人一切の人々、心よく着申

され候ようにと、自分の事に思わず、皆人よき様

にと思い」とあり、自分の事よりもお客の事を考

え、みんなの事を大切にして商売をすべき、とい

う風に書かれています。 これは信義だと考えま

す。信義とは 100 年先、200 先と引き継がれると

いう事であります。アメリカのロータリーではシ

ェルドンの「職業奉仕の教義」であります。ロー

タリーはこの事を学び体得してご自分の仕事に

反映させる事が最も大切な事でありますから本

日は大重ガバナーの素晴らしい職業奉仕をしっ

かりと学んで頂きたいと思います。 

■幹事報告     副幹事●宇治橋 信雄君 

＜報告事項＞ 

正岡文郁君より皆様へのメッ

セージを読み上げます。「本日

は「ガバナー公式訪問」にも

関わらず欠席する事になり誠

に申し訳御座いません、もう

暫く静養させて頂きます。クラブからお見舞いを頂い

ておりますが又改めてご挨拶させて頂きます。 

＜文書報告＞ 

＊ 野中玄雄ガバナー月信最終号のご案内・地区大

会・ソウル国際大会記録誌・ＤＶＤ送付 

＊ 米山奨学生世話クラブ補助費送金のご案内と奨学

生証明書送付の案内 

＊ 高鍋ＲＣ～8 月度例会案内 

＊ 米山カウンセラー会議・夕食会のご案内 

＊ 2016 年規定審議会報告会開催について 

＊ 第 4 期ＲＬＩ－2730 パートⅠのご案内 

＊ 佐土原ＲＣ理事・役員会(7 月 27 日水曜日開催)に

て決定事項のお知らせ。 

■出席報告          

会員数 24（１） 出席数 21 名 出席率 91.3％ 

免除会員 1 名 欠席数 3 名 メイク 0 名    

■ハッピーＢＯＸ披露    

＜財団へ＞◎荒武義博君～公式訪問を記念しまして。 

◎ 岩切正司君～大重ガバナーをお迎えして。 

＜米山へ＞◎梶田與之助君～大重ガバナー公式訪問

お疲れ様です。 

 

出席報告◎籾田直樹君 ＨＰﾎﾞｯｸｽ披露◎荒武義博
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■ メジャードナー授与式 

Ｈ２８年６月７日付承

認。「メジャードナーⅠ」

の岩切会長へ大重ガバ

ナーよりバッジの授与

をして頂きました。 

■ 委員会報告     

会員増強委員長◎武政勝巳君 

１７日の例会８月度フォーラムテーマの会員増強に

ついて皆で語り合いたいと思います。それぞれ候補者

のピップアップをして頂きたいと思います。尚今夜の

懇親会には太田君の紹介者であります、アイホームさ

んの専務であります林氏が参加されるという事です

から皆で歓迎して迎えましょう。 

■ ガバナーアドレス 

           国際ロータリー第 2730 地区 

◎大重勝弘ガバナー 

内科医の医師として長年

働いてきましたが、還暦

同窓会で同級生の「第３

の人生」と題する一文に

触れ、強い衝撃を受けて

65歳で病院を引退し、その後３年半介護老人保健施設

で仕事をしました。施設ではＱＯＬ（生活の質）の改

善が主な仕事です。要介護の人と朝から晩まで接して

いると、気持ち、考え、悩みがわかってきて、更に家

族の苦労にも心が痛みました。 自立していることの

ありがたさを実感し、これを維持するためにはどうす

れば良いかを考えていた2008年、豪華客船飛鳥Ⅱでの

100日間の世界一周をする機会を得、楽しい思い出と

大勢の愉快な仲間達（13人のロータリアンも含め）が

出来て、交流が続く中、その内の２人が２年足らずで

病で亡くなりました。ちょっと気を付けていればと思

い、100歳まで元気に自立していこうと「100歳自立」

を提唱し、広めています。死因上位の４つの病気（癌、

心臓病、肺炎、脳卒中）の予防をしっかり行うと、ほ

とんどの人が100歳まで生きることが可能です。「寝

たきりにならないで楽しく充実した人生を100歳ま

で」が「100歳自立」の目標です。第３の人生は「楽

しみ」「喜び」「感動」で生き生きとした張りのある

時間に。「感動」は「自分のためにするのでは無く、

他人のために何かをする」ことで得られます。 今年

度の国際ロータリーのテーマ『人類に奉仕するロータ

リー』は非常に大きなテーマです。ポリオプラス活動

がこれに合致します。ポリオ現情報告では、2016年3

月23日現在のポリオ患者数はパキスタンに7人、アフ

ガニスタンに1人で、計8人との報告がありました。世

界からポリオの患者を0にするのはすぐ目の前に来て

います。 しかし、ポリオには不顕性感染があり、ポ

リオに感染しても発症しない人がいるので、その間も

ワクチンの投与を続ける必要があります。ポリオ患者

がいなくなって後、3年間新たにポリオの患者が発生

しなければ、「ポリオ撲滅宣言」が出来ます。これは

「天然痘の撲滅宣言」以来、人類にとっての快挙とな

ります。ポリオプラス活動も最終段階を迎えています。 

さて、今年度のガバナー理念は『ロータリーを楽しも

う』です。楽しくなければロータリーでない。 楽し

みは自分で作り、他人に楽しみを期待してはいけない。 

①ロータリーを解り易く教える。ロータリーに入って

サービスを学び、ロータリーの例会でサービスの心を

育み、その育まれたサービスの心をもって実行する。

サービスとは「思いやりの心をもって相手のために一

生懸命に尽くす事」です。 ②ロータリーの会員が

Profitsを実感できるロータリー 。自分の職業を通じ

て社会に奉仕するために仕事をする。 ③「入会させ

てください」といわれるロータリー。ロータリーの認

知度を高め、世間にロータリーの良さを解って貰う。 

以上を実践するためには、ロータリーの会員自身がロ

ータリーを学び、ロータリーを理解して、ロータリー

の良さを知る事が最も大切な事であります。 

    ＜ガバナー公式訪問記念撮影＞ 

■夜行われた懇親会には武政君、宇治橋君、小牧君、

新原君の子供さん達と新入会員候補者の林さんにも

御参加いただきました。 「ラグゼ一ツ葉コテージ・

ヒムカにてプールサイドＢＢＱ」 

 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト 

       言行はこれに照らしてから。 

１、 真実かどうか 

２、 皆に公平か 

３、 好意と友情を深めるか 

４、 皆のためになるか どうか 

 

 

 


