
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日のプログラム 第 2059回例会 平成 27年 10月 22日   

ソング：手に手つないで 

行 事：外来卓話 

 第 2058回例会 平成 27年 10月 15日の記録  

ガバナー補佐訪問 

 

 会長の時間  濱田直美 会長  

みなさんこんにちは。本日は、ガバナー補佐

訪問ということで、尾鷲ロータリークラブの

坪井ガバナー補佐をお迎えしての例会です。

後程、お話をお願いいたします。 

 先日、１１日日曜日に岐阜都ホテルにおき

まして、職業奉仕委員会のセミナーが開催さ

れました。各クラブから２名ずつ参加という

ことでしたが、当クラブからは私一人で参加

しました。地区職業奉仕委員長の岩田さんに、

「１人出席ですみません」と、申し上げまし

たところ、「幅は２人分ある」と、言われま

してそれを聞いた桑名西の一色さんが、「失

礼な、それを言うなら酒は２人分」と言われ

ました。 

 今回の、職業奉仕セミナーは、初めての試

みとして全員でディスカッションしながら、

職業奉仕についてお互いに意見交換や、質問

などを取り混ぜて進行していくというもので

した。サンディエゴのガバナーエレクト研修

でも同じことをするそうです。 

それに先立ち、８つのグランドルールという

ものを全員に配布して、それにしたがって岩

田委員長がファシリテーターとして議論を取

りまとめる役をされました。 

また、様々な意見が出ましたが特に皆さんに

お伝えしたいものを次に並べてみました。 

・職業奉仕を端的に表現すると、会社をつぶ

さないこと。 

・職業奉仕の理解が増強や大会防止につなが

る。 

・職業奉仕は働くということ、儲けがなけれ

ば奉仕活動はできない。 

・作業服で出席できないというのであれば、

それは職業奉仕を妨げることになるので、ド

レスコードなどは各クラブで任意に決めれば

よいのでは。（とある文献に、例会は作業服

のままで来てよろしいと書いてあった。服部

ＰＧ） 

・他人からしてほしいことを他人にしなさい。 

・「売り手よし、買い手よし、世間よし」は、

売り手買い手が職業奉仕、世間が社会奉仕 

・ロータリアンの特典は、世界中の例会に出

席できるという事。 

・四つのテストは、商売繁盛の呪文のような

もの。 

・「Ｍｅｍｂｅｒ ｇｅｔ ｍｅｎｂｅｒ」

魅力ある会員は魅力ある会員を獲得し、より

良い奉仕活動へと繋がる。 

 

最後に、地区研修委員会委員長の加賀副ガバ

ナーが（昨年から直前ガバナーという職が副

ガバナーに変わりました）、連休の中参加を

ありがとうと、延べられ、「職業奉仕がある

からこそロータリーです。あなたの倫理基準

を最高度に高めてください。」とおっしゃい

ました。そして配られたアンケートには、出

席は１人で十分と書いてきました。 

 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･4 18：30～みどりや 
事務局：〒519-4324三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 

2015-16年度 会長 濱田直美 副会長 前田衣代 
幹事 西村昭宏 会報委員 滝本吉也 



 幹事報告  西村昭宏 幹事 

▼上野、松阪、松阪山桜、桑名北ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 

▼ガバナー事務所よりポリオ・プラスの表彰への推薦についてのご案内が届いております。 

▼坪井ガバナー補佐よりＡＧ・ＣＣ会議及びＡＧ・会員増強部門委員会合同会議の報告が届いてお

ります。▼ハイライトよねやまが届いております。 

▼ガバナー事務所よりロータリー財団専門家グループのニュースレターが届いております。 

▼伊勢南、横浜戸塚西、伊勢ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 坪井ガバナー補佐卓話  

熊野ロータリー

クラブの皆様こ

んにちは。 

本日は 30分間の

卓話の時間を頂

戴しました。 

初めに連絡事項

を報告します。 

地区大会ですが、

2015.10.10 時点

で、1311人の参加人数となっています。目標は

1,500 人でしたので、もう少し登録をお願いし

たいと、先日の AGCC会議でも言われています。 

ガバナーの希望としては、三重県が担当と言う

事もあり、三重県のクラブには是非協力して欲

しいとのことで、クラブ会員数の半分以上を目

標にしてくださいと指示がありました。 

既に、追加登録をしていましたら、申し訳ない

のですが、IMの時にガバナーからもらった資料

なので、古いので正確ではありませんが、熊野

ロータリークラブさんは 33人に対し 10人と言

う事なので、あと 6人は登録をお願いする事に

なります。 

私は、地区大会はロータリークラブに入ってか

ら一度だけどうしても行けない事があり全部

出席は出来ていませんが、参加するものと思っ

ています。よろしくご協力をお願いします。 

 

先日ファックスを入れさせていただきました

が、PESTが二日間となりました。 

次年度会長は大変のようです。 

また、クラブ会員数に応じた会員増強に関する

懇談会が 4回に分けて開かれます。 

懇談会には 3人もの出席要請があります。是非

参加をお願いします。5 年前の桑月年度の時と

比べますと、今年度は AG としての仕事が多い

ように思います。それだけ会員の減少に危機感

があるのだろうと思います。 

クラブ役員の仕事に付きましても、次年度はも

っと多いのではないかと思います。 

私の人生を振り返りますと、仕事でも何でも、

出来るだけかかわった方が自分のためになる

と思います。 

私は、20歳の時に前の会社に守衛として入社

し、30歳の時に専門職へ配置転換してもらった

のですが、先輩たちが話す単語の意味すら分か

らなくて、仕事らしい事は何もできなく、ある

先輩に 30 にもなってこんなことも知らんのか

とののしられ続けられました。 

あまりに悔しくて 1年ほど会社から帰ってから

夜中まで自習しました。結局あの時に、あの先

輩にいじめられなかったら今の自分は無いと

思い、今では感謝しています。 

他にも、人のためと思ってやったけど、結局は

自分のためだったと言う事は良くある話です。 

社員にはいつも言うのですが、一生懸命やった

事は将来何かの形で役に立つ事がある。 

今週の日曜日は、職業奉仕のセミナーでした。 

そこでは、前年の職業奉仕の委員長だった濱田

会長には釈迦に説法ですし、熊野ロータリーク

ラブの会員の皆さんは良く知っていると思い

ますが、ロータリーの 5大奉仕の内の職業奉仕

が土台にあり、その土台の上にクラブ奉仕があ

り、二つ重なった奉仕の上に社会奉仕、国際奉

仕、青少年奉仕が上に並んでいると言う解釈に

なります。と、言う事は、一生懸命仕事して儲

けて、クラブの事業に積極的に参加するのが基

本となります。 

ですから、なんで自分がロータリーのこんな

事やらされるんだろうと思うよりは積極的に

自分に任されたことを愚直にやりとおす事が

大事と思います。 

そうすれば、ロータリーが面白くなります。 

ちなみに、私の百五銀行の企業リストの本が

ありますが、趣味に釣りに加え、ロータリーと

妻に書かれてしまいました。 

 

話題は IMの事に移ります。 

IMへの参加、改めてありがとうございました。 

ポリオ撲滅寄付活動を、尾鷲中学校と尾鷲高等

学校から 8 人の生徒に手伝ってもらいました。

募金の記念として END POLIO NOWのピンバッチ



をプレゼントしてはどうかと言う案が出て、い

くらするのかを調べましたら、何と 50 セント

と言う値段にびっくりしました。それで、500

個購入して IM に備えました。昼食会場で募金

をした事もあり、106,527 円もの募金が集まり

ました。 

北村君が販売した、干物も 30 セット買って

いただいたそうです。1 セット 500 円がポリオ

の寄付金としますので、15,000円。 

直接の寄付金と合わせて、121,527 円もの寄付

金となりました。 

改めて、皆様のご厚意に感謝します。 

クラブ会員数が少ないため、一人でも役割を

減らそうと、高校 3年生の私の長女に総合司会

をしてもらいました。 

IM の最後に西 IM 実行委員長の閉会の挨拶で、

その事を披露させていただきました。 

挨拶の内容については、私も知らなかったので

すが・・・ 

親の私が言うのもなんですが、初々しく新鮮で、

参加者全員に好評でした。ロータリーの IM の

機会を使って、本人には良い経験が出来たと思

いますし、坪井家はロータリー一家である事を

皆さんにばらしてしまいました。 

東京の大学に進学を希望していますので、ロー

ターアクトへ加入してもらえば、更に良い事が

予想されると、父である私は妄想しています。 

 

中学生と高校生には、今回の IM での募金活動

や式典・そして昼食会の様子を見てもらう機会

ともなりました。ロータリーがどのような事を

しているのかも少しは理解してもらったと思

います。 

できたら、インターアクトクラブが作れないか

と思っておりますが、作ったはいいけれどその

維持、特に資金面のことですが、継続できるか

が心配です。 

会員が少なく集まる資金も少ないので、色々な

ことを調査して前向きに検討して行こうと思

います。 

 

今回の IM では、皇室研究第一人者の所功先生

に講演をしていただきました。  

この講演会は、一般参加の公開講演会としまし

たので、ロータリアン及び一般の方で、約 250

名の方が聴講に来ていただきました。遠くは、

四日市からの聴講者もいたそうです。    

皇室の事を知ると言う事は、私たちのアイデン

ティティーを知ると言うことだと思いました。 

国の歴史、特に神話を学ばない国は 50 年でつ

ぶれると言った学者がいたそうです。 

ですので、戦後教育では自国の歴史の学習はす

るが、神話については殆どしなくなっています。

古事記を学校で学んだ記憶は私には無いので

すが、それは、学生の時に勉強が大っきらいだ

ったので、記憶がないと思っていたのですが、

皆さんはどうでしょうか。 

ちなみに、私の母は昭和 9年生まれで、神武天

皇から始まる歴代の天皇陛下の名前を大連で

過ごした小学生の時に覚えたのですが、今でも

125代全て言えます。 

その事に、私の感想としては、何でこんなつま

らない事を覚えているのかと言うくらいでし

た。教育勅語もそうです。 

80を超えても暗記しているのです。 

このような戦前の教育を受けた方々が戦後の

日本の復興にかかわっているのは事実です。 

 

教育勅語を言えることと、復興と何がつながる

のかと思われる方もいると思いますが、私は思

うのに少しは何かあるのではないかと最近思

う事が多いです。 

私の母は、産婦人科の婦長を 30 年間やりまし

た。取り上げた赤ちゃんは 1万人を超えている

そうです。 

母がいないとお産になりませんので、昼も夜も

無く働いていました。 

コンビニやお弁当屋さんが普及していない時

代でしたので、家族の食事を病院から帰ってき

てさっと作ってまた病院へ行くと言う生活で

した。 

何が母のそのような行動を支えてきたのか。 

その時は分かりませんでした。家族の生活のた

め。子供達には出来るだけの事をしてあげたい。 

そういった家族のことだけを考えていたので

しょうか。 

お産と言う、女性最大の出来事に自分がかかわ

り支えてあげたい。このような気持ちもあった

のではないでしょうか。 

結局は、仕事は人のためにすると言う日本人独

自の考えが私たちには有るのではないかと思

います。 

 

ロータリーでも同じで、先ずはクラブのために

何が出来るかを考えてみてほしいです。 

私の場合、コピー機やパソコンの販売がメイン

ですが、以前はネット販売もしていて、人様よ

りは IT 関連の事に詳しいので、マイロータリ

ーの関係のほとんどをやっています。 

今回は、会長が事業計画の内容をマイロータリ

ーに登録しなければならなかったので、会長に

私の会社に来てもらって一緒に登録をしまし



た。 

 

今回の IM の原稿も全て私が作りましたし、会

場の横断幕を始め印刷物は全て私がデザイン

し印刷しました。 

でも、昼食会は魚屋の北村君がいてくれて全て

やってくれましたし、楠会長はコンビニ経営で

すが、酒屋もまだ続けているので、お皿からコ

ップ、お酒など全て原価でやってくれました。 

楠会長と私の妻、天満百人会の皆さん、私の妻

の弟のグループ、野田会員の友達グループ、中

高生、一生懸命に手伝ってくれました。 

結局は一人では何も出来ない事を実感してい

ます。全ての会員が有機的に自分の役割をきっ

ちり働いてくれたことで、IMが出来ています。 

 

私の友達のロータリアンが今回の IM に参加し

て、ロータリーのイベントはクラブの人数では

無いと言う事が良く分かった。 

尾鷲クラブのように極端に少ない会員数でも

これだけの事が出来ると感心してもらいまし

た。会員数は少なくても、日ごろの田舎のお付

き合いで手伝ってくれる人のお陰でもありま

す。ロータリーは色んな方に支えていただいて

いるのが事実です。 

この感謝の気持ちを地域の奉仕活動や国際的

な奉仕活動に変えて貢献できればいいのでは

いでしょうか。 

 

クラブリーダーシッププランいわゆる CLPのこ

とですが、熊野ロータリークラブ様には今更か

と叱られそうですが、手続き要覧が 2013 年版

になったことで、少し明確になったように思い

ます。CLP っていったい何なのかと私もあまり

分からなかったのですが、少し分かってきたよ

うに思います。補助金申請などやった事が無か

ったのですが、今年度から取り組もうと思って

います。 

 

出前授業について、尾鷲ロータリーは 9 月 26

日に尾鷲中学校で出前授業を中学 1年生に実施

させていただきました。 

自分の中学生の時の思い出、今までどのように

仕事をしてきたか、どんな思いで仕事をしてい

るか、と言う、事を 1クラスに一人が先生とな

って中学生に説明する授業です。 

先日、私の授業を受けたクラスの中学生の感想

文が届きました。 

この感想文は、毎年感動し、出前授業は中学生

に教えに行く事ではなくて、自分の勉強や気づ

きのためにやっていると言う事を知る機会と

なります。 

今回私が受け持ったクラスはノリが良くなく、

思うように伝えられなく、失敗だったと、昨年

はうまくいったのになー、と思っていたのです

が、私の伝えたい事がすごく伝わっていたこと

を実感する感想文がほとんどだったので、びっ

くりしました。 

手を抜けないなーって思ったわけです。 

ありがとうございました。 

 

 本日のビジター  

坪井常弘ガバナー補佐様、中瀬幸志様（尾鷲ＲＣ） 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

坪井ガバナー補佐様…本日はよろしくお願いします。 

会長・幹事…坪井ガバナー補佐様、中瀬様お越し頂きありがとうごいます。 

田端 稔充…坪井ＡＧ御苦労様です。 

和田 幹夫…ＳＡＡ代理させて頂きました。 

斎藤 鉄郎…坪井さん中瀬さんようこそ。濱田会長、職業奉仕セミナー御出席ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回第 2060回例会  

10月 29日：早朝例会  

ロータリー情報委員会 

      

 出席報告  和田幹夫 出席委員長  

会員数 33名  出席数 23名  欠席数 10 名 

出席率 69.69 %   


