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●斉  唱 
 

ロータリーソング「今日も楽し」 

 
●本日のお弁当 
 
 小伴天 

 
●本日のお客様 
 

 西三河分区 ガバナー補佐 寺部保美様、分区幹事 杉山敏幸様、 

分区副幹事 大見和志様 

第２７６０地区 地区副幹事 松坂良太様、地区スタッフ 朝倉伸治様 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 

 2日前に行った名古屋の私がよく行く蕎麦屋の大将の家の庭

では、スズムシの声が聞こえてきたと教えてくれましたが、残

念ながらまだまだ夏は頑張るようです。本日お越しのお客様の

安城市、豊橋市はどうなんでしょうか。また後で教えてくださ

い。 

 本日は会員拡大に関して、私の思うところを少しお話ししたいと思います。私は高校入学

以来の友人 5 名である会を年に一度、もうかれこれ 40 数年続けております。その中に本日お

越しの寺部ガバナー補佐や杉山分区幹事、大見分区副幹事も何となく知っていてくれるはず

であります、安城で市会議員を何期も続けている友人がいます。今年はその友人が幹事で、

浜名湖のリゾートホテルを先週のお盆に予約してくれました。ホテルでしたので、大騒ぎし

た翌日の朝食はバイキング形式でした。全員が寝ぼけ眼のままトレイを持って順番に食材を

取っていたところ、その友人が「健三、ちょっと持っててくれ。」とトレイを私に押し付け、

鈴木健三会長 



急いで数 10 メートル離れた人の所に行き、10 数秒ほど立ち話をして戻ってきました。「どう

した、知り合いか？」と聞いたら、「いやぁ、安城のゆるキャラのきーぼーの T シャツを着て

いたので、安城市民かと思ったら、西尾の人間だった。」と残念な顔をして私の前にまた並び

直しました。ロータリアンの私はここで 2 つ勉強しました。1 つは、県外にも出て、完全に

オフでも、安城市民がいるとわかると積極的に話しかけに行くというこの友人の相変わらず

の濃いキャラとそんな議員魂。2 つ目は、安城のゆるキャラ付きの T シャツの威力でした。

普段から「小さいことからコツコツと」をモットーにしている私は、会員拡大の一番の早道

はここにいるメンバーの皆さんからの紹介の先輩や後輩、そして、知り合いの方の勧誘であ

ると絶大な頼りにしている訳ですが、それとは全く別に 10 年、20 年、そして、還暦を折り

返しと考える 60 周年のスパンと考えてみると、碧南市民の皆さんに機会をつけてコツコツと

夢と奉仕を語りかけてみても案外罰が当たらないかなと思った次第であります。因みに地域

の T シャツに関しては、本日お客様として豊橋からお越しのお二人の見える豊橋松山町には

義理の弟、実の妹が住んでいます。数か月前に我が家に訪れてくれた時は、鉄道オタクの私

に豊橋路面電車のビール列車の誘いをしてくれましたし、豊橋祇園祭とかいう T シャツもい

ただきました。また、ロータリーの任期代わりの挨拶に碧南の禰冝田市長の所に新美宗和副

会長、角谷修幹事と 3 人で伺った時には、市長から「元気ッス！へきなん」の T シャツ購入

を強力に勧められました。新美副会長が断ってくれました。ありがとうございました。今は

案外、地域の T シャツから色んなことが発信できるのかもしれません。 

 最後に碧南市の「元気ッス！へきなん」の T シャツのサイズは、XL まであるという禰冝田

市長からのメッセージを紹介して会長挨拶とさせていただきます。 

 本日もよろしくお願い致します。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更につきましては、今週はございません。 

・ ガバナー事務所より 2019 年度ハンブルグ国際大会ガバナ

ーナイトの日程が決定したというお知らせが届いておりま

す。 

・ 本日の例会終了後にクラブ協議会を行いますので、各委員長の皆様は事業計画書を持って

ご参加をよろしくお願い致します。 

・ 本日、小伴天さんより皆様にお中元をいただいております。ありがとうございます。 
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※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

西三河分区ガバナー補佐 寺部保美様、分区幹事 杉山敏幸様、分区副幹事 大見和志様 

        本日、ガバナー補佐訪問に伺いました。事前に今年度の事業計画書を見さ

せていただき、貴クラブの素晴らしい活動に感動をいたしました。今年度

多くの行事・事業にご協力をよろしくお願いいたします。貴クラブのご繁

栄、ご活躍を心からご期待申し上げます。 

第２７６０地区 地区副幹事 松坂良太様、地区スタッフ 朝倉伸治様 

        本日はお世話になります。 

木村 徳雄君  先日、東京で９月２５日経済講演会講師 上念司氏の勉強会に出席しました。

おもしろい話でした。是非９月２５日、商工会議所主催の講演会参加おね

がいします。 

加藤 良邦君  お陰様にて猛暑の中、平成３０年盆行事を終える事が出来た。 

        去る８月１９日藤井達吉翁鶏頭忌、長田豊治さんに大変お世話になりまし

た。 

長田 豊治君  ８月１９日に藤井達吉翁の法要、鶏頭忌が妙福寺さんで８０余名の参加を

頂き、無事に終了いたしました。皆様のご協力に厚く感謝申し上げます。 

竹中  誠君  ８月８日例会にて、多くの方々が碧南市友好親善協会に加入して頂き、あ

りがとうございました。 

山中 寛紀君  このお盆休みは孫を二人預かり、妻と二人で子供の世話に振り回され、て

んやわんやの毎日でした。先の日曜日夜、やっと解放されやれやれですが、

とんだ疲れが出てしまいました。 

        猛暑もやっとひと息ですが、夏の疲れの出る時期です。体には気をつけた

いものです。数えで１００才の父も酸素を吸いながら部屋から一歩も出ず、

何とか元気な毎日を送って居ります。 

榊原  健君  ８月１８・１９日、碧南サマーカップ２０１８を開催致しました。今年も

熊本が優勝候補でしたが、岡崎のチームが優勝しました。碧南はベスト８

に２チーム入りましたが、勝てませんでした。まだまだです。天候に恵ま

れ（少し涼しい）無事終了致しました。 

 

 総会員数 72 名 (内出席免除者 19 名の内出席者 13 名) 出席者 58 名 

 出席対象者 58／66 名   出 席 率    87.88％ 

 欠席者 14 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問  
 

西三河分区 ガバナー補佐 寺部保美様 

 

 皆様、こんにちは。2018-19 年度、西三河分区のガバナー補

佐を拝命致しました三河安城 RC の寺部保美と申します。今年

度、西三河分区のクラブの皆様には何かとお世話になります。

恙なくガバナー補佐の務めを果たすことができますよう精一杯努めて参ります。皆様の温か

いご協力とお力添えを心からお願い申し上げます。 

 今年度の重点事業の 1 つは、村井ガバナーの地区活動方針の下、西三河分区の各クラブが

ロータリー活動を一層積極的に展開し、地域の人々、社会から「ロータリーって何？」では

なく、碧南 RC はこんな活動をしているよということを地域の皆様にわかりやすくし、親近

感がある地域貢献をすることです。地域の根差した奉仕を実践する段階として、より良く変

えるところは変えていく必要があります。そこで碧南 RC の特色、強みを積極的に地域に発

信し、アピールして参りましょう。そうすることによって、地域に根付いた地域に貢献でき

るロータリークラブとなります。 

 今年度はクラブ設立 60 周年の本懐になること、おめでとうございます。心からお祝い申し

上げます。鈴木会長は「夢の続き 60 年！」と方針を立て、活動方針には、「夢と奉仕の精神

を共有できる会員を増やす。世代間交流を図り、ロータリーの魅力をクラブ内外の人に伝え、

支援する。」とあります。更なる 60 周年に向けて、地域を愛し、地域から愛される碧南 RC

であることを心からご期待申し上げます。 

 さて、RI 会長バリー・ラシン氏、そして、2760 地区村井ガバナーの地区活動方針につい

て説明して参ります。はじめに RI 会長バリー・ラシン氏を紹介します。アメリカ合衆国フロ

リダ州の南東にある島バハマの出身です。フロリダ大学で保健・病院運営の MBA を取得し、

医療教育機関である American College of Healthcare Executives でバハマ初の特別研究員と

なり、院長として 37 年間務めた医療機関 Doctors Hospital Health System を最近退職し、

現在は顧問を務めています。1980 年にロータリーに入会し、ロータリー最高の賞である RI

超我の奉仕賞を受賞されております。 

 RI 会長のテーマは、「インスピレーションになろう」です。バリー・ラシン氏の会長とし

ての思い、そして、このテーマが意味することを少しでも理解できるようにまずは国際協議

会におけるバリー・ラシン氏の講演内容を話して参ります。ロータリーで会員が最高に良い

経験ができるように。ロータリーでの活動が私たちの生涯を超えて成長し続け、世界に役立

つことができるように。そうすることがロータリーのリーダーに託された仕事であります。

この思いを実現するための新しいビジョン声明「インスピレーションとなった。」のでありま

す。ロータリーが目指す世界、それは、世界で、地域社会で、自分自身の中で、持続可能な

良い変化を生み出すために、人々と手を取り合って行動する世界を目指しています。 

 さて、ロータリーの会員は近年、約 120 万人程度で推移しています。決して順調に増加し

ている訳ではありません。会員が増え、ロータリー活動を一層積極的に展開し、世界を変え

寺部保美様 



ていくためには、今の状態からもっとより良い変化を生み出す意欲を沸き立たせること。ま

た、より良いクラブ、より良い世界を創る意欲・行動を起こすこと。そして、クラブの会長

や地区内のロータリアンの心に芽生えさせるためにも、もっと何かをしましょう。可能性を

最大限に発揮しようとするやる気を起こさせましょう。それぞれのやり方で前進できるよう

に手助けをするのが地区ガバナーの役割でもあります。今日社会が直面する課題に積極的に

取り組み、前向きな変化を生み出すこと、私たちが直面する課題に勇気と希望と創造性を持

って立ち向かう意欲をクラブ・地域社会・組織全体から引き出すために、また、変化を生み

出すことへの意欲をクラブ会長と地区内のロータリアンに芽生えさせるためです。以上、バ

リー・ラシン会長が国際協議会で述べた講演の内容です。 

 RI 会長バリー・ラシン氏のテーマ「インスピレーションになろう」を受けて、2760 地区

村井ガバナーは地区活動方針を「あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリー

を！」～ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう～と謳いました。どこでイン

スピレーションするのか、それはあなたの街でしましょう、あなたのクラブでしましょう、

なのです。バリー・ラシン会長のテーマである「インスピレーションになろう」にするため

には、まず、奉仕の理念を学び、奉仕の実践をすることが重要であります。奉仕の理念を学

ぶには、まず、自分の所属するクラブの例会の中で、また、他クラブの例会の中で学ぶこと

ができます。奉仕の理念を学ぶ機会として、他クラブの例会に出席し、そのクラブの活動に

触れ、見て、情報を交換することで自分の所属するクラブとは違った他クラブの良さはもち

ろんのこと、自分の所属するクラブの良さを再発見することになります。今日から、今から、

まず、あなたのクラブで、あなたの街で、インスピレーションになりましょう！ 

 今年度、多くの大切な行事を予定しております。10 月 27、28 日 WFF、11 月 10、11 日 地

区大会、11 月 23 日 ガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会、2 月 16 日 IM、6 月 1、2 日 国際大会、

皆様とお会いできるのを楽しみにしております。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年９月５日（水） 

クラブフォーラム「青少年活動助成金の贈呈」 

碧南市スポーツ少年団、碧南市スカウト育成連絡協議会 


