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ロータリーの綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓
吹育成することにある。
第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること。
。
第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識
を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめ
ること
第３ ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推
進することにある。

2012～
2012～13 年度クラブ会長活動方針 「復興を誓って前へ・地域へ奉仕を」
会長の渡邉陽一です。七ヶ浜ロータリー・クラブに入会してから通算して 10 年目、この
度、創立 20 周年と云う節目の年度に会長を拝命し大変光栄に存じますと共にその重責さに
深く感じ入る次第です。
さて、今期の国際ロータリーのテーマは、
「奉仕を通じて平和を」であります。今年度会
長は日本から埼玉県八潮ロータリー・クラブの創立会員・田中作次様です。本年度は世界 3
か所・ドイツ・ハワイ・広島で、平和フォーラムを開催します。そこには世界平和を願う
思想を感じるわけですが詳しくは国際ロータリー会長が述べられております。
また、小野寺則雄ガバナーは「信頼と復興に全力を挙げよう」をスローガンとして掲げま
した。それを受け、私も今期方針を「復興を誓って前へ・地域へ奉仕を」といたしました。私どもの最も大切な
同志とその最愛の家族を失わせ、多くの会員や地域の人々に多大な被災をもたらした、3.11 から私たちは地域の
皆さんとともに復興へ向け力強く前進しなければなりません。
当クラブも被災クラブなので、通年の奉仕プロジェクトについては、出来だけ継続実践して行き、そのことを
前提として、クラブ自身の復興、そして地域への直接、間接支援、を「2 つの柱」と致しまして活動をします。
また、昨年度は、国内外のロータリー・クラブから多様な支援を頂きまして、本当にありがとうございました。
心より御礼を申し上げます。本年度も、ロータリアンの友情を大切に他クラブとの友情を深め奉仕活動に努めた
いと思います。
最後になりますが,地域への奉仕活動を重点において、早く復興をすることを誓い前進していきましょう。
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これまでより「一歩進んだ行動」を、会員の皆さんにお願いいたし、会長の活動方針といたします。

『奉仕を通じて平和を』
201
201 2 - 1 3 年 度 国 際 ロ ー タ リ ー 会 長

田中

作 次氏

平和という概念は、人によって、文化によって異なります。心の平安や家族の幸せ、満足感を指す
場合もあるでしょうし、人間の基本的ニーズが満たされた安全な状態を指すこともあるでしょう。平
和をどのように定義するにせよ、それは奉仕を通じて達成できる目標です。
ロータリーにおいて、奉仕とは、片手間にすることでも、たまに取り組んでみることでもありません。
奉仕とは生き方です。それは、思いやりの心を重んじることであり、調和へといたる道です。生活
のあらゆる場面で奉仕を実践することによって、私たちは分かち合いの精神を育み、友好を見出し、
平和の道を選ぶことができます。
2012-13 ロータリー年度には、平和が私たちの焦点、そして目標となり、ロータリアンの皆さまには、「奉仕を通じて平
和を」もたらすため、積極的に活動していただくようお願いいたします。
平和に向けた努力は、すべての人、家族、クラブ、地区、地域、そして国から始まると思います。ロータリーの中核にあ
るのは、奉仕の力に対する信念です。奉仕を優先すれば、自分よりも他者のニーズが優先され、考え方ががらりと変わり、
人々が抱える困難に対し、深い同情の心が生まれます。人々を助けよう、人々がもっと幸せになるよう自分にできること
をしよう、という気持ちがさらに湧き上がります。自分の時間やリソースを惜しみなく与え、新しい考え方に対してもさらに
心を開くことができます。それは、他人を変えようとするのではなく、すべての人やものが自分に何かを教えてくれること、
毎日、新たな成長の機会が与えられることを認識することになります。
奉仕を通じて、私たちは、違いに対して寛容になり、周囲の人に対して感謝の気持ちを抱くようになります。感謝の気持
ちを持てば、もっと相手を理解でき、あらゆる人の中に善を見出せるようになります。こうした理解を深めることで、他者へ
の尊重の念が高まり、互いに対する尊重の念があれば、人々は平和に暮らすことができると思います。
ロータリーの奉仕は、さまざまなかたちで平和を助長します。私たちは、クラブと地区で、世界中の地域社会に健康、安
全、人間の尊厳をもたらすために活動し、競争よりも協力、自分の儲けよりも公益に価値を置こうという気持ちが、私たち
一人ひとりの中に生まれます。自分を見つめることを通じて、私たちは、完璧な人間などいないということ、そして誰もが
人から何かを学べるということを理解します。
ロータリー独自の標語、「超我の奉仕」は、奉仕の最高のかたちを表しています。このような奉仕こそ、私たちが歩むべ
き道であると、私は信じています。この道はロータリアンが築いた道であり、世界のすべての人々が歩むことのできる道
です。さらに深い思いやり、満足、寛容、理解へといたる道です。「奉仕を通じて平和を」を標榜するなら、私たちは、自分
たち、そして世界のために、さらなる平和へ向けて邁進していくことができるでしょう。

「信頼と絆で 復興に全⼒をあげよう」
国際ロータリー第 2520 地区 20122012-2013 年度

ガバナー 小野寺 則雄 氏

咋年、国際ロータリー第 2520 地区ガバナーノミニー、エレクトを拝命し、多くの地区の会譲、
会合に出席させていただき今日に至っております。
咋年の 3 月 ll 日に発生した東日本大震災では、我々2520 地区では 26 のクラブが被災し、700
名余りのロータリー会員の中には、亡くなられた方、未だ行方不明の方、そしてたくさんの
方の家屋、会社に甚大な被害を受けられた方々がおり、今後どのような支援・復興に取組ん
でいかなければならないのか、不安の日々を過しております。
そのような思いの中、1 月 14 日から 23 日までの 10 日間アメリカ・サンディエゴで行なわれた国際協議会へ
参加してまいりました。
成田国際空港からロサンゼルスまで 9 時間のフライトの後、入国手続き後、市内見物をしてホテルに一泊、翌日
バス 2 台に分乗して、サンディエゴ・マンチェスターグランドハイアットホテルに到着しました。 ホテル玄関
では田中 RI 会長エレクトをはじめ、日本関係者の出迎えを受け、感動いたしました。
昼食後、研修の説明を受け、田中 RI 会長エレクトの歓迎ご挨拶をいただきました。
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翌日の朝 9 時から全体会議が姶まり、カルヤン・バネルジーRI 会長の開会宣言の後、世界各国の国旗の入場、
アメリカ・インド・日本の 3 ヶ国は後方通路より特別入場しとても感動的でした。
カルヤン・バネルジーRI 会長より、田中 RI 会長エレクトご夫妻のご紹介があり、2012～13 年度テーマ「奉仕を
通じて平和を」の講演がありました。
そしてご自身のロータリー入会時には今日のような立場になるなど考えてもいなかった事、仕事同様にロータリ
ー活動も一生懸命取組まれた事などをお話されました。
また、平和に対する思いから、11 月はドイツ・ベルリン、1 月はハワイ・ホノルル、5 月には日本の広島の各都
市にて世界平和フォーラムを開催することを発表されました。 広島での開催では、多くのロータリアンは基よ
り若い新世代の方々も参加してもらいたい、そのために多大な協力と支援をお願いしたいと語しておられました。
また、これまで取組んでいるポリオ撲滅には完全撲滅まで全力で行っていきたい事、会員の増強にはむしろ会員
同士の雑持が大切であるという事を話されました。
今一年間に 10 万人の新入会員がありますが、退会者も 10 万人あるそうです。 現在会員が 120 万人あります
が、7 年前の会員も 120 万人であり、実質増えてはいないのが現状とのことです。 1 年に 3%ずつ増員すれば 3
年後には 130 万人の増員になります。
ぜひこの 3 ヶ年計画に各地区の協力をお願いしたいとのお言葉がありました。
また奉仕活動では、ロータリーの重点分野である
①平和と紛争予防/紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生設備
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率の向上
⑥経済と地域社会の発展
にも取組んでいただきたいと話されました。
このような全体会議が午前・午後と合わせて 8 回行われ、内 3 回は次年度私達第 2520 地区と GSE で交換事業を
行うメキシコ第 4150 地区のガバナーエレクトと同席で親交を深めてまいりました。
そのほか、日本 34 地区のエレクトが 2～3 班に分かれセッションが行われました。
夜は国際親善晩餐舞踊会、国際祭りの夕べ、最終日には「出でて奉仕せよ」晩餐会が行われました。
このように国際友情を深めながら良い勉強の場になり、これからのロータリー活動に役立てていかなければなら
ないと強く思う国際協譲会でございました。

七ヶ浜ロータリー・クラブ第 839 回例会（2012
回例会（2012～
2012～13 年度 第 1 回）
平成 24 年 7 月 2 日（月）18
日（月）18：
18：30〜例
30〜例 会 場

七ヶ浜国際村

６. 1）バッヂ交換（会長、副会長、幹事）
2）皆出席章・前会長章・前幹事章授与
会長 渡邉 陽一
推戴状の贈呈
プログラム『役員就任挨拶』 会
長・副会長・幹
事
※次週以降例会プログラム予定
７月 09 日（月）ＲＩ元理事菅野先生を迎えて
７月 16 日（月）祝日休会
＜会長の時間＞
みなさんこんばんは、2012～2013 年度会長を務めさせていただきます。渡邉陽一です。
本日は、特別代表・名誉会員でもあります渡邉源左衛門様お忙しい中出席していただきましてありがとうござい
ます。これからも、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
さて、いよいよ新年度が始まりましたが、さっそく昨日は 2 年ぶりのトライアスロンが開催されましたて、小
雨が降ってしけ寒い天候でしたが、みなさんご苦労様でした。大きな事故・怪我がなく無事終了したようでござ
います。
東日本震災後年々当クラブの行事も戻りつつありますので、今後共ご協力御願い致します。
また、お手元に配布致しました活動方針を参考にしていただき、7 月末までに各委員長さんの活動計画を提出し
ていただきたいと思いますのでよろしくおねがいします。
かんたんではございますが、会長の挨拶にかえさせていただきます。
一年間よろしくお願い申し上げます。
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第８３９回例会幹事報告
８３９回例会幹事報告
１. 第 2520 地区国際大会ブ－ス設置委員長より、
「国際大会ブ－ス出展報告書」が届いております。
２. 第 2520 地区第６分区松塩グル－プ直前ガバナ－補佐より、
「合同ＩＭの収支報告について」の文書が
届いております。
３. 多賀城ロータリー・クラブ会長より、
「松塩グル－プ現・次期合同三役会 議事録」が届いております。
４. 会 報
石巻東ロータリー・クラブより拝受。
【親睦委員会】…ゲスト及びビジター 会員候補者 鈴木 巧様
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
遠藤
均君：本年もよろしくお願い致します。
大町 睦夫君：新年度スタ－トおめでとうございます。
岡﨑 正憲君：本年度よろしくお願い致します。
加藤 寿光君：新年度役員の皆様よろしく、一年間頑張りましょう。
昨日のトライアスロン大会ご苦労様でした。
斎藤 勝良君：会長、会員の皆様１年間よろしくお願い致します。
佐藤
孝君：今年１年よろしくお願い致します。
鈴木
昭君：星孝逸さん新年度よろしくお願いします。
新会長渡邉陽一さんよろしくね。
鈴木 喜市君：新年度スタ－トおめでとうございます。
鈴木 正敏君：渡邉会長、岡﨑幹事１年間よろしくお願い致します。
星
孝逸君：皆さん暫く振りです、病気見舞有難う御座いました。
渡邉陽一丸1年間の航海無事寄港お祈り致します。
山崎 澄義君：渡邉新年度スタ－トおめでとうございます。
渡邊
透君：今年度も１年間よろしくお願いします。
渡邉
亨君：2011〜2012 カンシャです。
渡邉 陽一君：１年間よろしくお願いします。
渡邊 善夫君：渡邉陽一丸の船出を祝って!
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
18 名中
18 名出席 →100％ 前回修正・前々回

七ヶ浜ロータリー・クラブ第840
七ヶ浜ロータリー・クラブ第 840回
840回 例会プログラム（201213
例会プログラム（ 201213年度
201213年度 第 2回）
平成 24 年 7 月 9 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会 場

七ヶ浜国際村

特別代表・名誉会員挨拶
渡邉源左衛門 様
プログラム
『卓話』 国際ロータリー元理事 菅野多利雄 様
※次週以降例会プログラム予定
７月 16 日（月）祝日休会
７月 23 日（月）臨時総会「予算・決算」

＜会長の時間＞
みなさんこんばんは、あらためまして、本年度会長に就任いたしました。渡邉陽一でございます。よろしくお
願いいたします。
本日は、国際ロータリー元理事であります菅野多利雄様、菅野先生の助手で、佐々木様、特別代表の渡邉源左
衞門様、鈴木たくみ様お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。
私は、七ヶ浜ロータリー・クラブに入会してから 10 年目で、今年は、創立 20 年目にあたります。この歴史ある
七ヶ浜ロータリー・クラブの会長を務めることになり、大変光栄に思っております。また、その責任の重さを深
く感じている次第です。
3.11 の東日本大震災から早いもので、1 年 3 ヵ月が経ちましたが、震災当時の会員数は、20 名で運営しており
ましたが、1 名の会員が、病気でお亡くなりになり、現在 19 名で運営しております。
また、19 名の内 3 名の会員が休会している状況でございます。
我が町七ヶ浜もまだまだ、復興は進んでいないのが、現状でございます。
昨年度は、地区･及び国内外のロータリー・クラブから様々な支援をいただきました。
等クラブも被災クラブなので、本年度も年間の通常の奉仕活動ができない状況ですので、菅野先生からも、地区
からの支援よろしくお願いします。それから、先ほどお配り致しました活動方針にもありますが、早く復興する
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ことを誓い前進して行きたいと思っております。
最後になりますが、菅野先生・渡邉特別代表今後共ご指導の程よろしくお願い致しまして、簡単ではございます
が、挨拶にかえさせていただきます

第回 840 回例会幹事報告
１.

第 2520 地区ガバナーより、「地区ロータリー財団セミナ－のご案内」が届いております。
日 時 ８月４日（土）10：30〜15：00
場 所 エポカ２１
TEL：0228-23-0021
登録料 2,000 円
２. 第 2520 地区より、
「奉仕研修委員会・会員増強委員会セミナ－報告書」が届いております。
３. 第 2520 地区ガバナー事務所復興支援事務局より、
「復興支援事務局閉鎖のお知らせ」が届いております。
４. 会 報
仙台南ロータリー・クラブより拝受。

「新年度挨拶」

七ヶ浜ＲＣ特別代表

渡邉源左衛門様

この度は七ヶ浜ＲＣの名誉会員の委嘱状を賜り厚く御礼申し上げます。実は当クラブに
は第二回の例会に出席させて頂いて以来のご案内で誠に有難うございました。
御存知のごとく当クラブの創立は平成５年３月２０日で早いもので満２０年を迎えた
ところであります。
当時のチャーターナイトは会員数４２名でスタート。この会場の国際村で華々しく盛
大に行われたものでした。
私にとって心に残る生涯の大きな思い出になっております。
創立以来七ヶ浜ＲＣは近隣のＲＣに勝るとも劣らないＲＣに成長いたしましたことに心から感謝申し上げ
ます。
創立立２０年の記念すべき事業も多々ご計画のことと存じます。時あたかも本年の会長が私のせがれ陽一
であり、大変な役割であろうかと思いますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
七ヶ浜ＲＣの今後の益々の発展と、会員皆様のご健康を心よりご祈念申し上げます。

本日の卓話

「新年度に想うこと」
「新年度に想うこと」

国際ロータリー元理事 菅野多利雄様

７月はロータリーの年度の発足の月ですので、換言すればロータリー新年ですので、
おめでとうと申し上げます。毎年年度発足にあたりお招き頂きまして、スピーチする機
会を賜り、有り難く思っております。
本日は名誉会員の渡邉源左衛門さんもお出でになり、本年度も名誉会員に推戴され、
誠におめでとうございます。
また、偶然でしたが、新会員候補の鈴木巧さんとお会い致しましたが、鈴木さんの奥
さんは私の次男で古川緑ヶ丘病院院長の菅野庸の家内の姉でして、以前一度鈴木さんに
お会いした事がありましたが、随分久しぶりでしたので、本日が初対面の様な感じが致します。東北電力火
力発電所所長代理で七ヶ浜に来られた由、おめでとうございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、本年度の国際ロータリーのテーマは「奉仕を通じて平和を」ですが、本年度の小野寺ガバナーのス
ローガンは「信頼と絆で復興に全力をあげよう」です。また我々の国際ロータリーは「国際間の理解親善を
通じての平和」がモットーとなっております。一口に平和と言いましても、未だに本当の意味での平和は実
現されておりません。皆さんもご存知のようにアフリカのチュニジアで始まり、リビア、エジプトと革命が
勃発し、今シリアのアサド政権が国内の反政府勢力と激しい戦いを続け、沢山の国民が生命を失っておりま
す。
また、世界で多くの国や地域で紛争が起こり、沢山の人々がそれに巻き
込まれて命を失っているのが現状す。ままた、貧困、飢餓、文盲やまた生活用水の欠乏、また処によって、
アジアにおいてはカースト制の為に人々が貧しい生活を強いられている現状です。例えば一日２ドル以下で
生活している人の割合が、バングラディッシュでは８１％、インドでは７６％にも及んでいます。これらの
国では平均寿命が６３歳前後であり、教育、識字、平均寿命や所得、性の平等なども含み、世界で下位に位
置しています。
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また、特に南アジアでは女性は民族やカースト制度に関わらず、低い地位に置かれています。この様な状
況の中で（娘のときは父、嫁いでからは夫、年老いてからは息子に従え）と教えられているのが現状です。
日本人としては想像しにくい状況に置かれている南アジアの皆さんですが、これらの事を見聞すると平
和・・・という言葉が虚しい響きで聞こえてくる思いがします。我々ロータリアンは我々自身の周りから平
和な生活を築き、それを次の世代に引き継いで、引き継ぐと同時に新しい変化を遂げていく、そういう過程
を生活の中で求めていかなくてはならないと思っております。その究極の所に本当の平和が生まれてくる、
確立されてくると思うわけです。その結果世界の人々に救いの手を差し伸べて、お互いに争いのない言葉の
正しい意味での幸せな世界を作り上げていく、ということがロータリアンに要望されているのではないでし
ょうか。
ご静聴有難うございました
。
【親睦委員会】…ゲスト及びビジター
国際ロータリー元理事 菅野多利雄様 ・ 特別代表・名誉会員 渡邉源左衛門様 ・ 会員候補者 鈴木 巧様
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
菅野多利雄様：皆さんこんばんは。
渡邊源左衛門様：皆さん本年度もよろしく。
遠藤
均君：菅野先生・特別代表・鈴木さんようこそ。
大町 睦夫君：菅野先生ますますお元気で。特別代表今年度よろしく。鈴木さん入会よろしく。
岡﨑 正憲君：菅野元理事本日はありがとうございます。よろしくご指導くださいますようお願い致します。
加藤 寿光君：ゲストの皆様本日はよろしくお願い致します。
鈴木
昭君：元理事菅野多利雄様・特別代表源左衛門様・鈴木巧様ようこそ。
鈴木 喜市君：菅野先生・特別代表・鈴木さんよろしく。
鈴木 正敏君：菅野先生卓話よろしくお願い致します。
山崎 澄義君：菅野先生卓話よろしくお願い致します。渡邉特別代表、本年もよろしくお願いします。
渡邊
透君：菅野様、渡邉特別代表ようこそ。
渡邉
亨君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
渡邉 陽一君：菅野先生・渡邉特別代表・鈴木巧さんようこそいらっしゃいました。
渡邊 善夫君：菅野先生・渡邉特別代表・鈴木巧会員候補ようこそ。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
18名中
17名出席 →97.7％ 前回修正・前々回修正ナシ

七ヶ浜ロータリー・クラブ 第 841 回例会プログラム（2012
回例会プログラム（2012～
2012～13 年度 第 3 回）
平成 24 年 7 月 23 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会 場

七ヶ浜国際村

※ 引き続き「2011〜2012 年度決算について・2012〜2013 年度予算(案)について審議します。
」
(別 紙）
※ 次週以降例会プログラム予定
７月 30 日（月）国際奉仕委員会担当例会
8 月 01 日（月）会員増強委員会担当例会

＜会長の時間＞
みなさんこんばんは、本日は、塩釜東ロータリー
クラブの佐々木会長様、副会長の鈴木様、幹事の赤
間様お忙しい中おいでいただきまして、ありがとう
ございます。いつもお世話になってます。今年一年
間よろしくお願いします。
さて、最近は、気候の方がまだ、梅雨が明けてな
いこともあって、暖かくなったり、寒くなったりと
不安定ですので体調管理には十分気をつけていただ
きたいと思います。
また、九州の方ではかなりの豪雨災害・土砂災害で
死亡者も増加しており大変な状況でございます。
津波だけではありません。自然災害は、ほんとうに
怖いものだと実感しております。
今週中には東北地方の梅雨も明けると思いますが、
梅雨が、明けてからの熱中症等にも十分に注意して
いただきたいと思います。

最近は、暗い話題が多かったですが、明るい話題
と致しましては、今週末、
現地時間では 7 月 27 日（金）
の午後 9 時、日本の時間では 7 月 28 日（土）の午前
5 時ですがロンドンオリンピックが開会しますので、
これから楽しみが増え、元気をいっぱいもらえるよ
うに、日本の選手には、数多くのメダルを日本に持
ってかえってきていただきたいと思います。
本日は、臨時総会ということで昨年度の決算・本
年度の予算の報告がありますのでよろしくお願いし
ます。
また、この前の例会時に国際奉仕委員長の遠藤さん
から、報告がりありましたが、今週の 27 日（金）に
2 年ぶりのビーチパーティー（国際交流の夕べ）が
開催されますので、当クラブでは、焼きそばを提供
することになりましたので、ご協力のほどよろしく
お願いします。
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第８４１回例会幹事報告
８４１回例会幹事報告
１. 第 2520 地区ガバナーより、
「ガバナー月信ＮＯ.１」が届いております。
２. 例会変更
多賀城ロータリー・クラブ
① 時間の変更
７月２６日（木）
時間 １２：３０➠１８：３０
理由 新入会員歓迎夜間例会 開催のため
８月３０日（木）
時間 １２：３０➠１８：３０
理由 納涼夜間例会 開催のため
②休会 ８月１６日（木）
理由 クラブ定款第６条１－Ｃにより
③例会日・例会場の変更
日時 ９月６日（木）➠９月５日（木）１２：３０〜
場所 ホテルグランドパレス塩釜
理由 ガバナー公式訪問
塩釜東ＲＣ・多賀城ＲＣ・七ヶ浜ＲＣ
合同例会開催のため

【親睦委員会】…ゲスト及びビジター
塩釜東ＲＣ会 長 佐々木正樹様・副会長鈴木平勝様・幹 事 赤間 一司様
会員候補者 鈴木 巧様
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
塩釜東ＲＣ ：今年度塩釜東クラブ三役です。よろしくお願いします。
遠藤
均君：塩釜東クラブのみなさんようこそ。
大町 睦夫君：スポンサ－クラブのみなさんようこそ。
岡﨑 正憲君：塩釜東ＲＣ様本日はありがとうございます。
加藤 寿光君：塩釜東クラブ３役の皆様ご苦労さまです。鈴木様よろしく。
斎藤 勝良君：東クラブの皆様ようこそ。
佐藤
孝君：塩釜東クラブの皆様よろしくお願い致します。
鈴木
昭君：塩釜東ＲＣの皆様ようこそ。
鈴木 喜市君：塩釜東ＲＣの皆様ようこそ。
渡邊
透君：塩釜東ＲＣ三役の皆様ようこそ。
渡邉
亨君：本日の審議宜しくお願い致します。
渡邉 陽一君：本日は塩釜東ＲＣ三役の皆様ようこそいらっしゃいました。
渡邊 善夫君：塩釜東ＲＣの皆様大変ご苦労様です。本年も宜しくお願いいたします。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
18名中
16名出席 →88.9％ 前回修正・前々回修正ナシ

七ヶ浜ロータリー・クラブ第 842 回例会プログラム（2012
回例会プログラム（2012～
2012～13 年度 第 4 回）
平成 24 年 7 月 30 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会 場

七ヶ浜国際村

『東日本大震災と地域自主防災組織について』
株式会社 ティ－エム 代表取締役
鈴木
享 様
11. 出席報告
出席委員長
遠藤
均
12. 閉会点鐘
会
長
渡邉 陽一
※次週以降例会プログラム予定
8 月 6 日（月）会員増強委員会担当例会
8 月 13 日（月）クラブ定款第６条第１節－Ｃにより休会

＜会長の時間＞
みなさんこんばんは、本日は株式会社 ティ－エム 代表取締役であります鈴木 享様、また、塩釜東ロータ
リークラブ副会長であります鈴木平勝様、現在、入会候補であります。鈴木 巧様お忙しい中おいでいただきま
して、ありがとうございます。
また、鈴木様には後ほど本日の国際奉仕委員会担当プログラムで、卓話よろしくお願い申し上げます。
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鈴木 巧様におかれましては、さっそく入会手続きをすすめておりますので、よろしくお願いします。
先週の 27 日（金）に 2 年ぶりのビーチパーティー（国際交流の夕べ）が開催されまして、暑い中国際奉仕委員
長はじめ多数の会員のご参加いただきまして、ありがとうございました。
おかげさまで、焼きそばも、はやめに約 300 食完了しましたので、お世話様でした。
さて先週梅雨が明けてから本日まで最高気温が 30℃以上の真夏日が続いていますので、会員の皆様には、熱中
症などには十分注意していただき、健康管理をしていただきたいと思います。
また、ロンドンオリンピックをテレビ観戦して、寝不足にならないようにお願いします。私自身少々寝不足気味
です。
以上かんたんでは、ございますが、会長挨拶と致します。

第８４２回例会幹事報告
８４２回例会幹事報告
１. 第 2800 地区（山形県）ガバナーより、
『被災クラブ等に対する「山形県産米つや姫」の支援について』
の文書が届いております。
２. 久慈ロータリー・クラブクラブ 会長より、
「久慈ロータリークラブ創立５０周年記念式典・祝賀会のご
案内」が届いております。
日 時
平成２４年９月２９日（土）１３：２０〜
会 場
久慈グランドホテル
登録料
10,000 円
３. ロータリーの友事務所より、「ロータリーの友８月号」が届いております。
【親睦委員会】…ゲスト及びビジター
㈱ティ－エム 鈴木 享様 会員候補者
鈴木 巧様
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
遠藤
均君：鈴木享さんよろしくお願い致します。
岡﨑 正憲君：鈴木様、本日はありがとうございます。
斎藤 勝良君：鈴木享さんよろしくお願い致します。
鈴木
昭君：卓話ご苦労さまですよろしくお願致します。
鈴木 喜市君：卓話ご苦労さまです。
渡邊
透君：鈴木享様ようこそ。卓話よろしくお願い致します。
渡邉 陽一君：鈴木享様ようこそ。卓話よろしくお願い致します。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
18名中
18名出席 →100％ 前回修正・前々回修正ナシ

時宜にかなった『友』誌を目指して

Ｐ1

ロータリーの友委員会委員長
一般社団法人ロータリーの友事務所代表理事 片岡 信彦
このたび、「ロータリーの友委員会」（旧ロータリーの友編集委員会）の委員長に就
任しました。第 2820 地区（茨城県）から初めての友委員長ですが、誠心誠意、努め
たいと思っております。「友委員会」「法人友事務所」関係者は時宜にかなった『友』
誌作りを目指し、ロータリアンの皆様の協力のもと、励んでいきます。今後ともご支
援くださいますよう、お願い申し上げあいさつとします。

ＲＩ指定記事
ＲＩ会長メッセージ
奉仕を通じて平和を Ｐ5
ＲＩ会長 田中 作次
日本から 30 年ぶり 3 人目のＲＩ会長、田中作次氏は、「2012－13 年度には、『平和』が私たちの焦点であり、目標です。皆
さんには、『奉仕を通じて平和を』もたらすため、積極的に活動していただくようお願いいたします。ロータリーの中核にある
のは、奉仕の力に対する信念です。奉仕を優先することで、自分よりも他者のニーズが優先され、人々が抱える困難に対
し、深い同情の心が生まれます。奉仕を通じて、私たちは、互い違いに対して寛容になり、周囲の人に対して感謝の気持
ちを抱くようになるでしょう。そして、もっと相手を理解し、あらゆる人の中に善を見いだすことができるでしょう。こうした理
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解から生まれる他者への尊重の気持ちが、平和な暮らしをもたらすのだと思います」と呼びかけています。
全文（英文・邦文）はこちら

ＲＩ指定記事
新ＲＩ会長紹介

田中 作次 Ｐ6-15

田中作次氏が国際ロータリー（ＲＩ）本部のあるエバンストンに住み、そこで執務を始めて 1 年。共に仕事をしてきた『The
Rotarian』の編集長ジョン・レザックが、「ロータリーのことを考えていないのは、寝ている時と食べている時だけ」という新ＲＩ
会長を紹介しています。「旅行中、一番恋しくなるのは京子夫人の手料理で、自分にとって妻に勝るシェフはいないと田中
氏は断言します」と、夫人に対する思いを垣間見ることができます。「平和と紛争解決は、まずは家庭で実践すべきことで
す。社会の最小単位は家族ですから、そこからスタートすべきです。自分の伴侶をはじめ家族全員との平和を常に心がけ
ていれば、家族の一員としての自分を振り返る機会となり、周りに平和の模範をおのずと示すことができるでしょう。家族
が平和であれば、もっと多くの人の平和へと発展していくはずです」。
日本からの 3 人目の国際ロータリー会長の横顔です。

奉仕を通じて平和を Ｐ16
2012－
2012－13 年度国際ロータリー（ＲＩ）のテーマ
国際ロータリー（ＲＩ）世界本部公式訳文 ＲＩ会長 田中 作次
新年度ＲＩのテーマに関して、田中作次会長の公式文書です。ＲＩ会長メッセージ（Ｐ5）と合わせてお読みください。

田中作次ＲＩ会長 ｉｎ Ｊａｐａｎ
5 月 29 日、埼玉県庁の知事室に上田清司埼玉県知事を、5 月 30 日、野田佳彦首相を官邸に表敬訪問しました。

ＲＩ指定記事

2012－
2012－2013 年度ＲＩ理事会メンバー紹介 Ｐ18-19
理事会メンバーは、議長を務める国際ロータリー（ＲＩ）会長、ＲＩ会長エレクト、そしてゾーンの指名委員会によって選出され、
国際大会で選挙された 17 人の理事、計 19 人で構成されています。理事会はＲＩ定款および細則に従って、ＲＩの業務なら
びに資金の監督と管理を行います。各理事の任期は 2 年間で、今年度は 8 人の 2 年目の理事と 9 人の 1 年目の理事と
で構成されています。事務総長は、投票権はありませんが、ＲＩ理事会の指示監督下に実務を執行し、ＲＩの最高管理役員
として理事会に出席、幹事役を務めます。
理事会メンバーはこちら

ガバナーの横顔 Ｐ20-37
今年度、日本国内 34 地区のガバナーの紹介です。皆さまの地区のガバナー、そして他地区のガバナーが、どのような方
なのか、ご一読ください。

2012－
2012－13 年度 ガバナー事務所 Ｐ38-39
各地区のガバナー事務所の住所、電話番号など、見開き 2 ページに掲載しました。ガバナー事務所への連絡にご利用くだ
さい。

ＲＩ理事メッセージ
国際ロータリーの理事として Ｐ40
2012－14 年度国際ロータリー理事 松宮

剛（茅ヶ崎湘南ＲＣ）

新しくＲＩ理事に就任する松宮氏から就任の挨拶です。ここで松宮氏は、変貌するロータリー情勢の中、ＲＩが抱えている 3
つの課題、「ONE ROTARY」「BRANDING」「ＲＩの戦略計画ならびに未来の夢計画の強力な推進」について紹介していま
す。
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受け継がれる灯を、ともし続けるために Ｐ41
（財）ロータリー米山記念奨学会 理事長 板橋 敏雄（足利東ＲＣ）
板橋理事長は、「ここ数年、ご寄付は減少傾向にあり、本年 3 月の理事会で、2013 学年度の奨学生採用数を従来の 800
人から 700 人へ縮減することを決議しました。苦渋の決断でした。平和を愛する日本の心を理解してもらい、ロータリー運
動のよき理解者を育てるという事業の成果は確実に表れております。受け継がれてきた灯をともし続けるため、何とぞ一
層のご支援をお願い申し上げます」と述べています。

ロータリアンのニーズに合わせた資料の提供を目指して Ｐ42
ロータリー文庫運営委員会委員長 関口 博正（杉戸ＲＣ）
「ロータリー文庫」の目指すところは、「温故知新」にあります。関口委員長は、「これまでに約 2 万 3,000 点余りのロータリー
に関する資料が、ロータリーの組織に基づいて分類整理されており」「1999 年 2 月、ホームページを開設いたしました。収
蔵されている資料をデータベース化し、ホームページから、いつでも新しい情報がダウンロードできるよう努めています。」
と文庫の現状を紹介。また日本ロータリー創立 100 年（2020 年）に向けて『ロータリー日本 100 年史』の刊行に向けて、「ロ
ータリー文庫の人的、資料的資源の活用が不可欠」と述べています。ロータリーは人間銀行であり、友はその通帳である」
――東京南ロータリークラブの故・安積得也会員、そして「文庫は
その定期預金である」、という言葉も紹介しています。

2012 年 バンコク国際大会

2012 年 5 月 6～9 日

バンコクで友情を深め奉仕を考える P43-47

バンコク国際大会には、日本から約 3,500 人が参加しました。本
会議では、伝統的なタイの舞踊が繰り広げられるとともに、ロータ
リーのさまざまな奉仕活動やポリオなどの現状報告がされ、多く
を学ぶことができました。友愛の家では、世界から集まった人々
が旧交を温めたり、新しい友人をつくったりする姿を見ることができました。バネルジーＲＩ会長は、閉会の辞で「ロータリー
で大切なのは、言葉ではなくて行動です。そして、私たちがどのような組織であるのか、ということです。ロータリアンに『こ
ころの中を見つめよう 博愛を広げるために』と呼びかけた時、私はこのことを考えて申し上げたわけです。まず、自分から
始めなければいけません」と述べました。
心は共に 東日本大震災

被災者に贈る希望の鐘の音 「鎮魂と希望の鐘」と「保存ロータリー大時計」P48-50
「鎮魂と希望の鐘」と「保存ロータリー大時計」
第 2670 地区 世界社会奉仕委員会委員長 森本奈津子
「2012 年 3 月 11 日、ロータリーの各地区の代表、多くの報道陣
や町民の方々とともに私たちは山田町御蔵山に立っていた」、
――「鎮魂と希望の鐘」「保存ロータリー大時計」の除幕式が、元
ＲI 理事・黒田正弘氏などを迎えて行われました。一人ひとりの祈
りをのせて「鎮魂と希望の鐘」が打ち鳴らされていった、レポート
をご覧ください。
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花壇で鎮魂の山を華やかに
山田ロータリークラブを訪ねて（第 2520 地区・岩手県） Ｐ51-53

山田町は東日本大震災で、甚大な被害を受けました。山田
ＲＣは、会員 15 人中 14 人が被災し、家族や職場の従業員を
失った会員もいました。例会場は全壊、事務局も津波後の
火事で全焼。資料は「個人がたまたま持っていたものが無
事」という状態で、公的なものはすべて失いました。会長は、
震災から約１週間後にようやくついた町役場の仮設電話か
らガバナー事務所に電話し、休会を申し出ましたが、当時の
楢山直樹ガバナーから「支援するから、クラブを続けてくださ
い」と要望されました。しかし、事務所も例会場もありません。
それから、一年余りがすぎました。
大きな被害を受けた、山田ＲＣの現状を紹介しています。

ＲＩ指定記事
エバンストン便り

管理委員長の思い Ｐ54-55
2012－13 年度ロータリー財団管理委員長 ウィルフリッド J.ウィルキンソン
財団管理委員長のメッセージです。ウィルキンソン管理委員長は、5 つの目標を掲げ、「目標の難易度は、地区やクラブに
よって異なるかもしれません。しかし、レイ・クリンギンスミス元ＲＩ会長が唱えた『より大きく、豊かで、大胆な』ロータリーを
実現するには、熱意と確信を持ってこれらの目標に取り組むことが不可欠となります」と述べています。

本質を見抜く これからの環境 エネルギー問題 Ｐ2-6
東京大学名誉教授 養老 孟司
人に頼るより、保険や年金やお金で暮らした方がいい、と本当に皆さんは思っておられるのですか。もう少し人のつながり
を戻すことができるなと、私は思っています。だから、震災後にはやった言葉の一つが「絆」という言葉だったのではないか。
お金に換えるよりは、人と人のつながりに換えていった方がいいのではないかという意味を含んでいるのではないかと思
います。

備前焼の魅力を 温和に伝える Ｐ7-9
備前焼作家 菅形 基道
文・池辺 史生 写真・佐藤 敬
今年度も、職業を通じて会員個人を紹介します。今回は赤磐ロータリークラブの菅形基道会員です。

卓話の泉 Ｐ10-11

ガラスについて

心房細動について

日本企業の東南アジア進出事情
例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、各クラブからロータリーの友事務所にお送りくださった会報・週報から、
一般的に豆知識として活用いただけるような卓話を掲載しています。

ロータリー俳壇 歌壇 柳壇 Ｐ12-13
投稿をそれぞれの選者が選び、掲載しています。
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バナー紹介 Ｐ14-15
各クラブのバナーを紹介していきます。会員の皆さまの投稿のページです。

友愛の広場 Ｐ16-18
ロータリー・アット・ワーク Ｐ19-28
会員の皆さまの投稿のページです。各ロータリアン、各クラブの個性あふれ
る意見や活動を紹介しています。

2012―13 年度 表紙の写真追加募集 P29
今年度の表紙写真はロータリアンによる公募ですが、2013 年 1 月～6 月号
の表紙が残念ながら未定となりました。テーマはフリー、締め切りは 9 月末
です。
詳細はこちらロータリーの友』表紙写真公募 審査総評 岡井 耀毅 P29
今年度 8 月号～12 月号までの表紙の写真はロータリアンの公募総評です。応募写真は 5 月 28 日に選考し、選考結果で
ある掲載月と掲載者を発表。岡井氏が、応募作品全般についての感想を述べています
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