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発行日 ： 平成 21年 9月 24日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問」
◆次週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢夜間例会」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊お客様(順不同）
野坂 定様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜中RC)
川崎高津RCの皆様こんにちは｡本日はお世話になりま
す｡本年度の貴ｸﾗﾌﾞのご活躍とご発展､また会員の皆様
のご健勝を祈念致します｡ﾛｰﾀﾘｰの未来はあなたの手の
中に････。
野島敏昭様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､川崎百合丘RC) 公式訪問､宜しくお願い致します｡
吉田裕一郎様(横浜中RC)今日は野坂ｶﾞﾊﾞﾅｰのお供で来
ました｡この1年､貴ｸﾗﾌﾞには大変お世話になります｡
ご指導､ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ等宜しくお願い致します｡
＊RC会員(敬称略）
福住亮雄 野坂ｶﾞﾊﾞﾅｰ､野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､ようこそお越
し下さいました｡本日の卓話､楽しみにしております｡
細谷和彦 野坂ｶﾞﾊﾞﾅｰ､本日ありがとうございます。
ご指導宜しくお願い致します｡
三家 護 9/12,13溝口神社例大祭が無事終了しました
菊池幸治 森山圭介会員､本日ご入会おめでとうござ
います｡今後共宜しくお願い致します｡

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 29 25 3 88.00%

前々回 28 24 5 9月3日分 4 95.83%
クラブ会報委員会
石川演慶委員長 福嶋 徹副委員長
茅根正之委員 相馬 元委員 編集担当：相馬 元

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 13 14,000 123,000 336,000 36.61%

米山奨学会 13 14,000 115,000 560,000 20.54%

ﾆｺﾆｺBOX 20 37,000 272,000 1,000,000 27.20%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 15,000 147,500

お客様

野坂定様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜中RC)
野島敏昭様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
川崎百合丘RC) 吉田裕一郎様(横浜中RC)
佐保田實様(川崎西RC) 大橋健治様

入会式

■新会員紹介

会員増強･退会防止委員会 菊池幸治委員長

皆さんこんにちは｡本日入会して頂きます森山圭介

さんをご紹介致します｡森山さんは昭和36年10月3日生

まれ47歳で非常に若い方です｡住所は高津区梶ヶ谷6-

7-47で職業は小児歯科及び一般歯科です｡開業されて

いる所は末長1055-12第2坂田ﾋﾞﾙ1階ですので皆様も歯

科治療の際は是非行って頂きたいと思います。

■歓迎の言葉 福住亮雄会長

今日のようなｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の日に新入会員の入会

式を執り行うことが出来ます事を大変光栄に思ってお

ります。森山会員は新進気鋭の若手の歯科医です。今

後当ｸﾗﾌﾞにおきまして､大いに活躍されることを期待

致します｡皆様もどうか心から温かくお迎えして､決し

て『ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはつまらなかった』と､途中退会の無い

ようによろしく面倒を見てあげて下さい。

先ほど増強委員長からもお話がありましたが､森山

先生は私の医院の数十ﾒｰﾄﾙ隣で開業していますので、

歯の問題がございました節は､どうぞ森山先生の所へ

治療にお伺いするようにお願いします。

※ﾛｰﾀﾘｰの綱領及び4つのﾃｽﾄが福住亮雄会長より授

与されました。

※野坂定ガバナーよりﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯﾁの贈呈を行って頂

きました。

■入会の挨拶 森山圭介会員

初めまして｡只今ご紹介に与りました森山圭介と申

します。職業は歯科医で､5年前に縁もゆかりもないこ

の地で､紹介してもらった不動産屋の物件が見つから

ず､うろうろ歩いている所に､たまたま福住先生の並び

に空いているﾃﾅﾝﾄがあったので､そこでﾊﾟｯと見た瞬間

気に入ってしまい､そのまま周りの反対も気にせず推

し進めてまいりました｡

事あるごとに福住先生に『どうですか？頑張ってい

ますか？(患者は)増えていますか？』と声をかけて頂

き､いつも感謝しております。

今回このようなご縁がありまして､ｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰの一

人として加えて頂いたことを非常に光栄に思います。

これからもﾒﾝﾊﾞｰとして恥ずかしくない行動をとり､

皆様と仲良くやって行けたらと思いますので､どうか

宜しくお願い致します。



9月17日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

｢ガバナー公式訪問｣
■ガバナー紹介 野島 敏昭様
(国際ﾛｰﾀﾘｰ2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､

川崎百合丘RC)
皆さんこんにちは｡ｶﾞﾊﾞﾅｰの紹介をさせて頂きます。
[略歴]＊1934年12月15日生 ＊慶應義塾大学経済学部
卒業 ＊大栄株式会社 代表取締役社長
[団体歴]＊元横浜商工会議所 常議員･貿易部会 部会長
＊元横浜貿易協会 副会長 ＊神奈川県縫製品協同組合
監事
[ﾛｰﾀﾘｰ歴]＊1980年5月横浜中RC入会 ＊1994-95年度地
区趣味･職業別親睦活動委員 ＊1997-98年度 ｸﾗﾌﾞ会長
＊2001-02年度 第6分区代理＊2002-03年度 地区拡大
増強委員 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ､MPHF､米山功労者(ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ）
これが一般的な紹介になりますけれど､ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰの大
須賀さんがﾛｰﾀﾘｰの友でｶﾞﾊﾞﾅｰを紹介していますのでそ
れをご披露したいかと思います。
御覧の通り､温和な性格で包容力があり､物に動ぜず､
大人とも称されている人物です｡慶應義塾大学卒業､ﾆｭｰ
ﾖｰｸ大学へ留学｡帰国後､父君が1930年に創業された貿易
商･大栄(株)に入社､語学力と国際性を生かし､貿易の舞
台で活躍しています｡入社3年後､父君の他界により27歳
で社長に就任､現在では兄弟3人で力を合わせ､中国上海
市にはﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工場､無錫市には繊維工場を有し､ｱﾒﾘｶ､
ﾖｰﾛｯﾊﾟに輸出をしている国際的企業人です｡3本の矢の
譬の通り､兄弟で協力し､ゆるぎない会社経営をしてい
ます｡
また戦後1946年に父君が設立され､横浜元町にある社
交ダンス場として有名な｢ｸﾘﾌｻｲﾄﾞ｣の灯も営々と守って
います｡
ﾛｰﾀﾘｰに入会以来､ｸﾗﾌﾞ､地区で多くの役職を歴任して
いますが､近隣諸国との友好親善に関心を持ち､台湾､
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､の姉妹ｸﾗﾌﾞとの交流に尽力して来ました｡
そのようなｶﾞﾊﾞﾅｰですのでお願いしたいと思います。

報告

◆会長報告
＊2009年度第2590地区米山学友総会および特別講演開
催の案内が届いております。
日時：10月4日(日)17:00～20:30
場所：かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ
＊ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長会議開催の案内が届いています
日時：10月8日(木)15:00～17:00
場所：ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ21 4F「ｴﾄﾜｰﾙ」
＊ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議開催の案内が届いています
日時：10月15日(木)15:00～17:00
場所：ﾒﾓﾜｰﾙﾌﾟﾗｻﾞｿｼｱ21
＊ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ入会促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのお願いが届いています
◆幹事報告
＊第37回高津区敬老会の開催の案内が届いています｡
日時：9月18日(金) 受付開始12:00～ 開会13:00
場所：高津市民館大ﾎｰﾙ
＊神奈川県立養護学校より第20回運動会開催の案内が
届いております。
日時：10月3日(土)9:35～11:45 12:40～14:05
場所：神奈川県立養護学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
◆近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎宮前RC:9月22日(火)休会
＊川崎中原RC:9月24日(木)休会
＊横浜東RC:9月25日(金)休会
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されております。お目通し
下さい。（順不同）
＊川崎西RC *川崎中元RC *新川崎RC
◆諸事お知らせ
＊次週9月24日(木)は夜間例会､消防署長の卓話です｡



■ガバナー卓話 野坂 定様
(国際ﾛｰﾀﾘｰ第590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜中RC)

横浜中RCの野坂でございます。どうぞ宜しくお願い
致します｡只今は森山会員のご入会誠におめでとうご
ざいます｡末長くご活躍下さる様､祈念致します｡先程
来､福住会長･細谷幹事･飯尾副会長すばらしい3役の方
々と野島ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を交えて懇談させて頂きました｡
こちらの会報の写真で､多摩川の花火大会での警備・
清掃活動をされているのを拝見させて頂きました｡
今年度の福住会長のﾃｰﾏ『まず行動､そして誇りを持

とう！』に沿った素晴らしい奉仕活動であり､また大
変広報にもなっていると感じました。区民祭での募金
やﾊﾞｻﾞｰも自分達で行なっていたり､小学生への防災訓
練やﾛｰﾀﾘｰの友にも載っています養護学校の慰問､本当
に盛り沢山の奉仕活動をなさっておられまして､敬服
しております｡今年度は地区の方に石川会員･中田会員
に出向して頂きありがとうございました。
それではお役目ですので､本年度RI会長のご紹介､RI

会長のﾃｰﾏ､強調事項､長期計画､地区方針等をお話させ
て頂きます。今年の1月､ｱﾒﾘｶ･ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで行われまし
た国際協議会に出席して参りました。
大変ﾊｰﾄﾞな研修日程で､一週間毎日毎日､全体本会議

とｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝが行われる強行軍でした。
これは、世界各国から534地区のｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ夫妻が本
会議場に集合した時の写真です。この中で女性のｶﾞﾊﾞ
ﾅｰｴﾚｸﾄは50人おられました｡日本からは34地区のｶﾞﾊﾞ
ﾅｰｴﾚｸﾄ夫妻が参加しました。ｼﾞｮﾝ･ｹﾆｰRI会長とｼﾞｭｰﾝ
夫人です｡ｼﾞｮﾝ･ｹﾆｰ氏はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのｸﾞﾗﾝｼﾞﾏｳｽ・ﾛｰﾀﾘｰｸ
ﾗﾌﾞ所属です。 ﾛｰﾀﾘｰ歴は、
1970年 ﾛｰﾀﾘｰに入会
1984年～85年 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
1995年～97年 RI理事
2000年～2004年 ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員

法律家で、裁判官、公証人を務められました。
国際協議会本会議冒頭、ｼﾞｮﾝ･ｹﾆｰ会長が登壇し、

2009-2010年度RIﾃｰﾏ “The future of Rotary is in 
your hands”“ﾛｰﾀﾘｰの未来はあなたの手の中に”を
発表されました。そしてその趣旨を次のように話され
ました。「私たち一人ひとりは､いわば過去を未来へ
とつなぐ鎖の輪のような存在で、大いなるﾛｰﾀﾘｰとい
う伝統の一部をなしていると例えることができます。
ﾛｰﾀﾘｱﾝとして､私達一人ひとりがﾛｰﾀﾘｰを力強く引き

継ぐことが出来るのかどうかということを考えて実践
していかなければなりません。ですから、ﾛｰﾀﾘｰの未
来はあなたの手の中にあるのです｡｣とｽﾋﾟｰﾁを締めく
くられました。引き続き､次年度のRI会長の強調事項
が発表されました。
強調事項は、①水 ②保健と飢餓救済 ③識字率向上

の三項目です。この強調事項は毎年度その年度のRI会
長から発表されるものですが､この数年は変わってお
りません。
①水
まず､｢水｣については､水は人間の生活にとって欠か

せない資源ですが､多くの人々が安全な水を当たり前
のように受け取っています。
しかしながら､今現在､世界の20％近くにあたる11億
人が安全で清潔な飲料水を得ることが出来ず､26億人
もの人々は基本的な衛生設備さえ利用することがで
きない状況にあります。
現在､その改善に向けて80カ国のﾛｰﾀﾘｱﾝが､2,000件

を超える“水と衛生”のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施しています｡
②保健と飢餓救済
次に保健と飢餓救済です｡今､世界では推定10億人が
栄養失調となり､さらに飢えにより毎日2万人が命を
落としています｡またHIVｴｲｽﾞ感染者が4,200万人いる
ほか､毎年数百万人の人たちが結核､ﾏﾗﾘｱなどの伝染病

で亡くなっています。
③識字率向上
三番目は識字率向上です｡識字は､あらゆる教育の土

台であり､貧困緩和､社会への参加､経済的発展に欠か
せない要素です｡現在､世界の8億人以上の人々が読み書
きができず､そのうち3分の2が女性です｡教育の機会
のない人たちは、貧困から抜け出せないでおります。
貧困は犯罪、政情不安、ﾃﾛ、戦争につながります。
RIの長期計画の優先事項として7項目ありますが､私

が今回､国際協議会で非常に感じましたのは､RIが世界
中のｸﾗﾌﾞの連合体として世界ﾆｰｽﾞに応えるためにも力
を結集して貧困社会を救い世界平和をもたらすよう一
層の努力を求めていこうというRI方針の潮流でした。
その為の重点ﾎﾟｲﾝﾄとして､ﾎﾟﾘｵの撲滅､公共ｲﾒｰｼﾞを高
める､会員増強･拡大､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､継続性と一貫性を優先
事項として揚げております。
ﾎﾟﾘｵについて述べさせて頂きます。
今年の国際協議会は､殆どﾎﾟﾘｵ一色となりました｡



近隣諸国との友好親善がなくて､世界平和を唱えても全
く意味がありません。
私は､ここ10数年中国で仕事をしておりますが、2005

年の反日運動の時､それ迄友人だった人達からも憎悪の
目で見られ､恐怖を感じました。
先日､中国から修学旅行で中・高校生が一年間1万人

以上との事ですが､日本に来たというﾆｭｰｽを見てとても
嬉しく感じました。日本の家庭に泊まるということで
中国の親ごさん達が､それは危険だと猛反対したとの事
ですが､結局泊った子供達は泊り先の家族の優しさに触
れ､すごく楽しい思い出を持って帰国したと聞いていま
す。日本をもっと理解してもらい好きになってもらう
ために一層努力して行きたいと思います。
6.  各ｸﾗﾌﾞ､会員1名以上の純増をお願いします。
7.  会員1名あたりﾛｰﾀﾘｰ財団寄付120ドル及び各ｸﾗﾌﾞ

でﾍﾞﾈﾌｧｸﾀ -を2名以上お願いします。
8. 米山記念奨学会への寄付は普通寄付5.000円､特別

寄付20000円、計25000円を目標とします。
9. ｢ﾛｰﾀﾘｰの未来はあなたの手の中に」

100年に1度という不況の嵐が吹く中、まず会員基
盤を維持拡大することが大事です｡ﾛｰﾀﾘｰの原点に
立ち返り足元を固めましょう。

ﾛｰﾀﾘｰの原点は友情です。ﾛｰﾀﾘｰに入会して､多くの異
業種のすばらしい人達と知り合いになり、自己研鑚､
人格を高め、友情を深め､奉仕の心を養っていくもの
と思います。
最後に､私の長いﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌで､これまで先輩からお伺

いした沢山の心に残るお話しの中から3つ程､ご紹介し
たいと思います。
まず､例会は､ｸﾘｽﾁｬﾝにとって教会が全てであるよう

にﾛｰﾀﾘｱﾝにとって神聖な場所であり､人格を高める場で
あるという事です。ご存じの米山梅吉が『例会は人生
の道場である』と言われましたが､もう一度その意味を
考えてみたいと思います。
次に、ﾛｰﾀﾘｱﾝは美しくあれということです。

車を運転していて､交差点を曲がる時歩行者をせかし
たり押しのけて先に行こうなどとしないことです｡人
間の美しさは他人を思いやる心であり､近隣諸国の人
々が一様に称える日本人の「お先にどうぞ」の精神
です｡『Every Rotarian an Example to Youth 』各
ﾛｰﾀﾘｱﾝは青少年の模範であります。
三番目､これは､ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽの著書にあるとの事ですが
「人生の目的は何ですか､生きる目的は何ですか､
それは学ぶことです｡何を学ぶのですか､自我との決別
です｡ どうしたら自我を無くすことが出来るかを学ぶ
のです｡｣以上でございますが､私もﾛｰﾀﾘｰの｢思いやり｣
「寛容｣「友情｣の心を大切にして参りたいと思ってお
ります。以上､御清聴ありがとうございました。

謝辞 福住亮雄会長
貴重な卓話本当にありがとうございました。我々も

今年度RIの方針、そして野坂ガバナーのお考えに少し
でも添えますように努力いたします。
本日はどうもありがとうございました。

と言いますのは､三日目の本会議にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにはなかっ
たﾋﾞﾙｹﾞｲﾂ氏が登壇しました。
御承知の通り、昨年、ﾋﾞﾙ&ﾒﾘﾝﾀﾞｹﾞｲﾂ財団は、ﾎﾟﾘｵ撲
滅の為1億ﾄﾞﾙのﾁｬﾚﾝｼﾞ寄付をﾛｰﾀﾘｰにしましたが､今年
度更に2億5,500万ドルをﾛｰﾀﾘｰに寄付すると発表しまし
た｡この､とてつもない金額に対して会場は拍手と興奮
の渦に包まれました。
当初1985年､ﾎﾟﾘｵ感染国は125カ国もありましたが､現
在はｲﾝﾄﾞ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱの4ケ国だけとなっ
ています。
しかし､この4カ国は文化的障害､地理的孤立､公共ｲﾝﾌ
ﾗの不足､武装紛争など予防が非常に困難な状態下にあ
り今まで以上に多額な費用を必要としております。
ﾋﾞﾙｹﾞｲﾂ財団の計3億5,500万ドルの寄付に対して国際
ﾛｰﾀﾘｰは昨年の“1億ﾄﾞﾙのﾁｬﾚﾝｼﾞ”を今回“2億ドルの
ﾁｬﾚﾝｼﾞ”に変更しましたので､又皆様の御支援をどうぞ
よろしくお願い致します。
協議会5日目の本会議でｲﾝﾄﾞの元RI会長のﾗｼﾞｪﾝﾄﾞﾗ･
K・ｻﾌﾞー氏は､｢職業奉仕：忘れ去られた部門｣と題して
次のような話をされました。｢今日ほどﾛｰﾀﾘｰの倫理の
信条が必要とされる時代はありません｡自分自身がどれ
だけ4つのﾃｽﾄを実践しているか問うことが必要です。
ﾛｰﾀﾘｰから職業奉仕を取り去れば単なる地域の奉仕団
体となってしまいます｡また職業奉仕から倫理を取り去
れば完全にその意義が失われてしまうでしょう。ﾛｰﾀﾘｰ
は、職業を基礎とした倫理と､人道的な奉仕とを車の両
輪として同等に重要視している唯一の団体なのです。
「ﾛｰﾀﾘｰのおかげで人間的に成長できているだろうか｣
とご自身に問いかけてみて下さい。ｻﾌﾞ-氏はこのよう
に私たちに訴えかけ､この時ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｵﾍﾞｰｼｮﾝが起こ
りました。
次に地区方針について述べさせて頂きます。

2009 ‒ 10年度 地区方針（全9項目）
1. 「「ﾛｰﾀﾘｰの綱領｣を再認識し､誇りと喜びと感謝を

持ってﾛｰﾀﾘｱﾝ としての責務を遂行しましょう。
2. RI最優先事項(ポリオ撲滅)､RI強調事項(水､保健と

飢餓救済､識字率向上)を強力に推進しましょう。
3. ｸﾗﾌﾞ主導､地区支援を基調とし四大奉仕部門に沿っ

てｸﾗﾌﾞの活性化を図り例会を充実させ､出席率を高
めましょう。

4. ﾛｰﾀﾘｰ独特の職業奉仕を再認識しその活動に積極的
に取り組みましょう。

ｱﾒﾘｶ発の貪欲な金融資本市場､投機社会の破綻がもた
らした世界不況に直面している今､ﾛｰﾀﾘｰの職業奉仕が
いかに大きな意義を持つかを考える時だと思います。
特に日本は職業奉仕を重んじる国です｡日本人の倫理
感､職業を通じて世の為人の為に尽くす心､勤勉と誠実
さによる信頼感など最近はだいぶ崩れてきてはいます
が､まだ外国よりは格段に優れていると思います。かつ
ての日本の良さを取り戻せば、やがては世界の信頼と
尊敬を集め､世界の模範となることと思います。
5. 平和国家日本の推進に欠く事のできない近隣諸国

との相互理解､友好親善を深めるためﾛｰﾀﾘｰ財団､
米山記念奨学会､世界社会奉仕活動など､あらゆる
機会を通して一層貢献していきましょう。


