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◎ (訃報) 元会員の西島由隆様が９月19日に逝去されました｡ クラ



ブより生花と電報をお送りします｡
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会員 (10月６日)
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会員 (10月10日)
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告別式

10月７日 (日) 正午〜

場所

新光明寺 (静岡市葵区)
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◎障害者施設への作業発注依頼
◎本日､ 例会終了後､ クラブフォーラムを開催致しますので､ 皆様
多数のご参加をお願い致します｡

場所

5F

ジュビリーⅢ

!"

山田

正憲

SAA

本日はガバナー公式訪問で皆様にお会い出来る事を

楽しみにしておりました｡ どうぞよろしくお願い致します｡


!"

本日はパワーポイント操作及び書記含む２名が手伝

いとして来ております｡ どうぞよろしくお願い致します｡
#



$"

公式訪問にまいりました｡ 本日はお世話になります｡

◎当クラブの米山特別寄付累計が47,525,600円となり､ この度､ 47

%&'("

またお世話になります｡

回目の米山功労クラブとなりました｡ 米山記念奨学会よりクラブ

)*+,"

本日は､ お世話になります｡

に感謝状が届いております｡

-

./"

本日はお世話になります｡

0

.1"

本日は亀ヶ谷ガバナーご指導の程､ よろしくお願い致

◎米山功労者の感謝状が来ておりますので贈呈します｡
山田富雄会員 (３回)､ 横山範夫会員 (３回)､ 田

します｡
修会員 (２

回)､ 植田清司会員 (１回)､ 布施是清会員 (１回)

23

4"

①亀ヶ谷ガバナー､ ようこそいらっしゃいました｡

②誕生日祝いをいただきありがとうございます｡ 今年は誕生日と地
域祭りが重ならず､ ほっとしています｡
5678"

お祝いありがとうございました｡ 青柳会員にならって

川柳を､ ｢誰の顔
9*:;"

ショーウインドに写った

自分の顔｣



結婚記念日のお祝いありがとうございます｡
"

結婚記念日のお祝いありがとうございました｡ 又､

昨日のゴルフコンペお疲れ様でした｡
<=>?"

亀ヶ谷ガバナーようこそおいで下さいました｡ 本日は

よろしくお願いします｡ 結婚祝いありがとうございます｡ 一年で一
番大切な日でした｡
@A.B"

①亀ヶ谷ガバナー公式訪問にようこそ｡ ご指導の程よ

ろしくお願いします｡ ② ｢友｣ 10月号のロータリーネットワークの
写真は植田会員のご提供です｡ ありがとうございました｡
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①昨日ゴルフ同好会コンペ参加の皆さんご苦労様でし

た｡ ②先週の月曜日にホノルルイースト R.C にメーキャップに出



ロータリーの友10月号が届きましたのでご拝読のほどお願い申し

ました｡ 60数名の出席者のうち位が女性会員でした｡
EFG"

上げます｡

①亀ヶ谷ガバナー本日はクラブ訪問ご苦労様です｡

②松本先生ようこそおいで下さいました｡








10月７日(日)､ ｢神奈川区３地域合同地域まつり｣ において ｢ス

HIJK"

亀ヶ谷ガバナー本日はよろしくお願いします｡

L&MN"

亀ヶ谷ガバナー､ 我らクラブへようこそ｡ 林ガバナー

リランカに井戸を贈ろう｣ をテーマに募金活動を行いますので､ ご

補佐､ 先般のご指導に感謝致します｡

参加をお願い致します｡

OPQR"

亀ヶ谷ガバナー､ 林ガバナー補佐､ 公式訪問､ ご指導

の程お願いします｡
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一昨日､ 地区の人道的補助金委員会があり､ 社会奉仕委員会より
ございました反町福祉施設への寄付の承認を得ることが出来ました｡

T"

①亀ヶ谷ガバナーようこそ｡ 本日の卓話よろしくお願

い致します｡ ②昨日のゴルフコンペでは田中 (龍) さん､ 幹事役お
疲れ様｡ エモリーヌ…いやミセスエモリーヌ､ 優勝おめでとう｡
③古川先生､ 先日はありがとうございました｡



田中

栄

委員長
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亀ヶ谷ガバナー本日はよろしくご指導いただけますよ

う､ お願い申し上げます｡
X

Y"

先週は親睦活動委員会の懇親会にご出席の皆様､ お疲

れ様でした｡ 貴重なご意見参考にさせていただきます｡

qrs

t`

uvwx

y`

" ①10月７日の地域まつり､ 皆様ご出席下さい｡ メーキャッ

z{F|
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プになります｡ ②赤い羽根にご協力下さい｡ ③昨日のゴルフコンペ､
幹事の田中さん､ 脇田さんお世話になりました｡
Z

[\"

亀ヶ谷ガバナー様ようこそおいでいただきました｡ ご

指導の程よろしくお願いします｡





導の程よろしくお願いします｡ ②本日の例会後のクラブフォーラム､

ゴルフ会では常務がお世話になりました｡ スコアなの

①亀ヶ谷ガバナーようこそいらっしゃいました｡ ご指

か気温なのかわかりませんが､ あつい１日だったと言ってました｡

19日の職場訪問への皆様のご出席よろしくお願いします｡

ありがとうございました｡





です｡ 一日よろしくお願い致します｡



亀ヶ谷ガバナーようこそいらっしゃいました｡ よろし

!"#

くご指導下さい｡


①亀ヶ谷ガバナーようこそいらっしゃいました｡ ご指

亀ヶ谷ガバナー､ 林ガバナー補佐､ 公式訪問ご苦労様

亀ヶ谷ガバナーの公式訪問を歓迎致します｡ ご苦労様

です｡

導よろしくお願いします｡ ②昨日のゴルフ会参加の皆様､ お疲れ様

$#

でした｡ 田中 (龍) 会員､ 幹事ありがとうございました｡

に月山さん､ 田中さん､ 長井さんありがとうございました｡



%&'

亀ヶ谷ガバナー､ 林ガバナー補佐､ 本日はよろしくお

願いします｡




昨日のゴルフ大会参加の皆様お世話になりました｡ 特

昨日のゴルフ同好会では田中龍太郎さんお世話になり

ました｡
亀ヶ谷ガバナー､ ご指導よろしくお願い致します｡ ク

()

①亀ヶ谷ガバナーようこそいらっしゃいました｡ ご指

ラブフォーラムで少しお話しをさせていただきます｡

導の程よろしくお願いします｡ ②結婚祝いをありがとうございます｡



体育の日が結婚祝いとおぼえていたのですが､ ハッピーマンデーで

 亀ヶ谷ガバナーようこそお越し下さいました｡ 林さん､

ご苦労様です｡




体育の日が変わって困ってます｡

①亀ヶ谷ガバナー､ 本日はよろしくお願い致します｡

②昨日のゴルフコンペ参加の皆様､ お世話になりました｡
③青柳さん､ 先日はありがとうございました｡
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10月７日 (日) 快晴の反町公園で､ ｢神奈川区３地域合同地域まつり｣ が開催されました｡ 今年は神奈川区区制80周
年記念のメインイベントとなったため､ 例年以上の盛り上がりとなりました｡ 我がクラブも ｢スリランカに井戸を贈ろ
う｣ をテーマに､ 四大奉仕委員会､ 親睦活動委員会､ 広報委員会が中心となり､ 多くの会員やご家族の皆様が協力し､
またワンワールド協会の方々､ 米山奨学生の許凡さんも参加して募金活動が行われました｡ 参加した会員数は42名､ 募
金総額は417,650円 (他に矢野会員が会社の30周年を記念して75,000円) となりました｡ 皆様のご協力に深く感謝申し
上げます｡
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2007年〜08年の地区方針に関しましては､ ウィル






フリッド・J・ウィルキンソン R.I. 会長のテーマを






受けて､ 地区チーム研修セミナー､ クラブ会長エレ
クト研修セミナーに於て長時間にわたり御議論を賜
りました｡ 皆様の積極的・建設的なご協力に心より
お礼申し上げます｡ 新年度のスタートにあたり地区
方針を夢と願いを込め以下のように決定しました｡
地区内2,700名のロータリアンは､ ともに分かちあい､
ガバナー補佐､ 地区委員会､ クラブ会長とともに実
現に向け､ 行動を起こしていきます｡
2007-08年度

ガバナー

亀ヶ谷

邦博

 









ロータリーは素晴らしいものです｡ 私達のような普通の人間

平和の願いは必ずかな

を125ヶ国35万人が毎年羅病していたポリオ (小児麻痺) と戦う

えられると信じ世界に貢

英雄にしてしまいました｡ 20年たった現在､ ４ヶ国２千件までに

献できる若者を育てる為

縮小しました｡ 私たちは実にこの間500万人もの人々をポリオか

に､ ベストを尽して活動

ら救い､ 元気で歩いていられるようにしたのです｡

しています｡

ロータリーは世界最古の

ロータリー財団奨学生､

!"#
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国際奉仕クラブで､ 120万

米山奨学生､ そして数多

人の会員が世界中でそれぞ

くの青少年プログラムを通じて我々が日々少しずつ寄付したお金

れの地域社会を改善するた

が､ 緒方貞子元国連高等弁務官を､ 山崎通子宇宙飛行士を応援し

めに努力しています｡

ロータリーの友３月号にあるように､ 岸谷美穂さん (第２回中曽

200を越える国と地域の

根康弘賞授与､ イラクで活躍中) や､ 細井麻衣さん (ダルフール

３万２千のクラブが人々の役に立ちたいと願い､ 毎週例会を開い

で難民のために働き､ ジュネーブの国連高等弁務官事務所で要職)

ています｡ 日々何万件もの有益で創造的なありとあらゆるプロジェ

を育ててきたのです｡

クトが実施されています｡

すべて我々一人ひとりのロータリアンが作っている素晴らしい

私たち全員は世界を変える為に､ 災害援助の為に (1937年の関

魔法です｡ 忘れてはいけないのは､ 今ここにいるあなたと私が実

東大震災の時率先して助けてくれた創立32年目のロータリーの勇

現してきたことなのです｡ 我々は､ この事実をロータリアンとし

敢さを我々は忘れてはなりません) 行動しています｡

てしっかり受けとめ､ 誇りと喜びを自覚する義務があります｡
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1905年に出来たロータリーはあっという間に世界に広がって行

ポール・ハリスのこの言葉は､ ロー

きました｡ この時期は1914年には１次大戦､ 1929年には大恐慌と

タリーが何か特別なものではなく､ 人

決して恵まれた時代ではありません｡ それなのにどうしてでしょ

間としてごく当たり前の事きわめて素

うか？

朴で単純なことだと言っています｡

それはロータリーという考え方が､ どの国においても人

種や､ 宗教や､ 政治形態が違っていても誰もがすぐ理解し賛同で
き､ 参画できるものであったからです｡

自分の果たすべき貢献は何かという
問いからスタートし､ 手元の仕事から

ロータリーは決して特殊なことではなく､ 人類であればだれで

顔を上げ､ 目標に目を向ける事､ 社会

も聞いて納得できる､ きわめて普遍性の高い生き方であったはず

の成果に影響を与える貢献とは何かと

です｡

を､ 自らに問う事､ そして責任を中心

ポール・ハリスはさまざまな著作で次のように述べています｡
｢ロータリーの系図ははるか昔に伝来し､ その祖先は遠いはる
かな時代の言語と風習を異にした幾多の国民を含むものである｡
それは､ 古くから存在する一道徳観念の現代生活に於る､ 殊に実
業生活に於る､ 実践に他ならないのである｣
｢ロータリーは､ 私の少年時代のニューイングランドの人々の

_`abc
-./012
34

に据える事です｡
アーチ・クランクは1917年大会で ｢世界で何か良い事をする｣
と貢献を正面に打ち出しました｡
社会のリーダーとして､ 人間として､ 当たり前の事､ つまり自
分以外の他者のために何か良い事をしようという､ ロータリーの
基本的で素朴な志と夢を地区ロータリアン全員に､ 昨日入会され

特性であった寛容と善意と奉仕の精神から生まれたものです｡｣

た方にも､ 少しでも多く実感してもらう事が､ 全員で分かちあい

そして ｢ロータリーとその子供達 (いわゆるほかの奉仕クラブ)

たい私の夢であり､ 願いなのです｡

は私たちの選んだ範囲内の社会的進歩にだけ寄与します｡｣
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1930年､ ポール・ハリスはシカゴで次のように述べています｡
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が出来る唯一のものは先例主義です｡｣

｢偉大な運動を研究するとその発展は個人の発展に似ているよう

これはロータリーが出来てたった25年目の発言です｡ 我々がい

に思われます｡ 形成期は初期です｡ 若い心は感受性に富み､ 成熟

つでも官僚化し､ 前に進めなくなる危険性を持っていることに対

すると落ち着いてきます｡ 社会的な運動も年を経ると定型化する

する激しい警告です｡ ロータリーの運営､ 手続き､ で大変な事も

ようになります｡ 伝統が正当な判断の行使を妨げます｡ 先例を尊

複雑なことも多く､ これが保守化､ セクショナリズム化する原因

重するようになり､ 先例が必要以上に重要性を帯びてきます｡ 価

になりがちです｡ これをビューログラシーといいます｡ 我々は

値もなく不合理なことが､ 今までそうであったからという理由だ

｢大変なことだ｣ ｢先例はどうなっているか｣ ｢伝統だ｣ と考えて

けで継続されます｡ 存在理由がかつてあったとしても､ 今はない

立ち止まってしまう時､ いつでも顔を上げ､ 目的は何か､ どのよ

ことが明らかでも､ 誰も先例を敢えて破ろうとはしません｡ 形式

うに世界で良いことが出来るのかと､ 自問し進歩するロータリア

に精神が伴わないようになっているのです｡ 人間は通常進歩する

ンになります｡

という点で他の動物と異なります｡ 人間の進歩を長く抑えること

./0123405678
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ロータリアンの基本は､ 自ら進んで参画し奉仕する事 (ボラン
タリー) です｡

る｡ 9:;の前には<は影をひそめる｣ 我々は世界中でロー
タリーがやっている事を知り､ 知り合いをふやします｡

自らの例会に出席して下さい｡ 一生懸命運営している他のクラ
ブにメイクアップして下さい｡ 地区委員会やその企画に､ オブザー

【註】地区委員会行事等､ 積極的に参画して下さい｡ ただし､ 会場等
の都合がある場合もあるので､ 事前に連絡してあげて下さい｡

ブして下さい｡
すべての留学生や学友の例会や催しものにメイクアップして下
さい｡ 参画して下さい｡ 2,700名のロータリアンとその家族､ 学
友や奨学生といった人々と握手して下さい｡ 再びポール・ハリス
の言葉を紹介します｡
｢チャールス・ラム (1800年頃の英国の随筆家) がたまたま街
路を横切ってくる１人を指差し､ そばの友人に
男を好かない

僕はどうもあの

と言った｡ その友人は君が彼と9:;であると

は知らなかったと答えた｡ ラムは苦笑しながら
らない｡ だからあの人を好かないのだ

僕はあの人を知

と告げたということであ
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ガバナー補佐は地区委員会に対し､ もっとこうして欲しい､ あ

タリアン自身とそのロータリー家族の活性化の為に奉仕します｡

のクラブを応援してはと思い､ 委員会は補佐にもっとこうして欲

地区内2,700人のロータリアンの皆さんこの年度は､ 本当の意

しいと思いながら､ どうしてもコミュニケーションが充分でない

味で皆さん自身の年度に致しましょう｡ ロータリーを分かちあい､

場合があります｡ クラブも誰にどこに相談したり､ 援助してもら

愛を持って人々のために奉仕する行為のすべてが､ ロータリーの

えばよいのかよく分からないままあきらめてしまう事もあるでしょ

魔力の一部であることを､ どうぞ忘れないで下さい｡

う｡

素晴らしい成果のためにお互いに協力を要請し､ 助言を求め､

我々はロータリーの基本的な目標の為に地区チーム内の協力体
制をととのえ､ クラブを中心に一体となって協力し､ すべてのロー

/01'234
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各クラブ間も含めた地区63クラブが１つの効果的なチームとなり
ます｡
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今年は当地区の目標は昨年と同じです｡ しかし全ての
ロータリアン､ 全クラブにご参加いただきたいと願って
おります｡ 私たちは皆､ 人道的な奉仕の道を共に歩んで
います｡ これからも､ ご一緒に充実した仕事を続けてま
いりましょう｡
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国際ロータリーのロータリー財団は､ 世界理解の架け橋です｡ ロータリー
財団は､ 人々を結びつけ､ 互いの文化や哲学や伝統の理解と尊重を助長する
ことによって､ 平和と人道的奉仕の手段を提供する役割を果たしています｡
2007-08年度､ ロータリー財団は目標として以下に重点をおきます｡
１. ポリオ撲滅：tu:v9s
２. 毎年あなたも100ドルを：bc-klm
３. 平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・
センター：EFwO&xyv!
４. ロータリー財団学友と再びつながりを築く：z{|{c}~
2007-08年度ロータリー財団
管理委員長 ビチャイ・ラタクル
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奨学生をお預かりする人数が多い地区で､ 私たちが拠出した寄

ポール・ハリスが､ 1940年２次大戦が始まった頃の､ ハバナ大

付の成果を自分の目で確かめることが出来ます｡ ｢地に平和をす

会で発信したメッセージは､ ロータリー米山奨学会にもあてはま

べての人に善意を｣ とはロータリーの目的､ そして努力の方向で

る言葉です｡

す｡ 今やロータリー米山奨学会に於いても国際ロータリー活動の

｢私はためらうことなく断言できます｡ 世界平和は達成できる

一環として世界理解と平和を求められています｡ 世界相互理解へ

と､ さらに､ 友情､ 寛容､ 人の役に立つというロータリーの堅固

の無知は平和の脅威です｡

な土台の上に平和を築くなら恒久的なものにすることが出来ます｣
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2006年の出席率86.51％を90％以上にします｡ 地区増強委員会
は表彰を企画しています｡

いか等検討します｡
又メイクアップによりクラブの多様性を知りロータリーについ

新会員の推薦者に対し地区からその貢献に応じて表彰を考え､
又クラブ､ 地区に於て推薦者の貢献が記録に残るよう配慮できな

ての理解も深まります｡ 積極的な展開を各クラブでも考えて下さ
い｡ 地区内バナーラリー等も検討してみたいと考えています｡
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例会終了後､ クラブフォーラム (職業奉仕) がキャメロットジャ
パン 5F ジュビリーⅢにおいて開催されました｡
｢テーマ｣ ロータリーと職業奉仕について
１. 吉田

隆男

会長挨拶

２. ｢クラブにおける職業奉仕の取組みについて｣
元ガバナー補佐

山本

登

３. ｢2590地区職業奉仕委員長会議報告及びアンケート集計結果｣
職業奉仕委員会

委員長

飯田

之

４. ｢ロータリーと職業奉仕について｣
パスト会長
５. 加藤

仁昭

永井

</

隆俊

幹事挨拶





