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第108回例会昭和59年10月2日㈹晴へ

◇“君が代” “奉仕の理想”
◇出席報告

会貝52脚名 出朧44名
出席率80.77％

前回 9月25日 （修正出席率) 100%

makeup

安藤君(9/29守山)，深兄君(9/29守山),橋本君
(10/1中),菰冶君(9/28"),菊池君(9/29,30
年次大会)，小池君(9/29守111),久保田君(9/29
守山),黒野君(9/26和合),水野側君(9/29,30
年次大会),笹野君(9/21港),菅原君(9/26名北）
鈴木耐君(9/22守山),鈴木旧君(9/22),都蘂君
（9/29年次大会）

◇ビジター紹介11名

◇誕生日祝福

黒野夫人(9/30),水野側君(10/5),西川夫人
(10/5),武内君(10/6),太田夫人(10/11),成
田夫人(10/14),和田夫人(10/14)

◇ニコボックス
第260地区奥谷カバナー（本日千種クラブの皆
様にお会いできまして），加藤㈱君（本日奥谷
ガバナー,宮木分区代理をお迎えして）,谷口君

（ｶﾊﾅ弓分区代理がお元気で訪問を終えられ
ますことを祈って）,水野順囎(9/1の職業奉仕
委員長会議についてホスI､クラブへ楯力頓けるそ
うで感謝しております），太田君（年次大会ゴ
ルフにて紅組で出場し12位でした。ありがと
うございました），大谷芯（永井さんにいつ
もお写真いただきありがとうございます） ，

加藤卿君(竹内病院に猫の手をお貸ししたとこ
ろ分不相応なものをくわえこんできましたので申
しわけなく。又本日の会長の心情を思いやり，
神様，仏様，そしてイエス様.ﾉ),橋本君（ホ
ームクラブ御無沙汰しました。昨日人様にお
世話になりました），竹内君（本日ガバナー
をお迎えして），三輪満（先日中日新聞に横
顔が減りました），菊池君（年次大会に於い
て会員増強率優秀クラブを代表して奥谷ガバ

ナーより表彰を受け大変光栄でありました。
又本日ガバナーの公式訪問に感謝して），無

野君（夫人誕生祝），水野側君（誕生祝，結
婚記念祝），西川沼（夫人誕生祝），武内羽
（誕生祝），太II1Xi(夫人誕生祝) ,成川イド
（夫人誕生祝) , FI1田獄（夫人誕生祝) ,竹
内君（結婚記念祝）

◇谷口幹事報告
1． 次週例会はFSM及び会員夫人懇親会の

ため昼間の例会はございませんのでお間述
いないようお願いいたします。

2．本日例会終了後， クラブアセンブリーを
行いますので理戦役貝･各委員長の方々は
そのままお残り下さい。

3． 奥谷ガバナーより尾脹旭RCのバナーを
頂戴しましたのでご披蝿｢'1しあげます。

へ

去る9月221 1 ,"260地区職業奉仕委旦良
会議が当クラブのホストで開催されましたが

奥谷ガバナーより感謝状と紀念品の桶を頂戯
いたしました。

又9月29, 30日の年次大会において, 111ク
ラブが会貝瑠強率優秀クラブを代表して奥谷
ガバナーより表彰を受けました。
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◇加藤大豊会長挨拶 伽がり入会してくれと言うからはいってやっ

た， とばかり， ロータリーのことは知ろうと

せず，おのれの仕事に比べればロータリーの
権仕などI(I笑しくて，やっていられるかとい
う人。さて皆様は第何種の会員でいらっしゃ

いますか。と結ばれています。ロータリーの

画はこのような分類を基準として言えてよい
と思われるが，どんなものであろうかと言う
ことですので折にふれ反復して行き度いと存
じます。私はロータリーの奉仕の象徴がガバ
ナーであり，又その分身が分区代理であると
思います。大変な激務ではありますが，ガバ
ナーと分区代理が益々お元気で，残りの任期

を無Ijfはたされますよう御健服と御多幸をお
祈りlllし'三げます。

◇第260地区奥谷博俊ガバナー講話

去る9月1日名IIi

第108回の例会を奥谷ガバナー；宮木分IX
代剛をお迎えしてここに開催出来ます喪は誠

に光栄の張りであります。

ガバナーの公式訪問は，年度行領のメイン
イベントの一つであり，節口でもありますの

で緊張いたしますが，出来るだけリラックス
して参り度いと存じます。先般9月1「1,260
地区のI職業御|委瓜長会議を当クラブが総立
以来初めて地"のホス|､役を務めきせて頂き，
奥芥ガバナーにも勿論御出席を賜っていただ
き公式にお会いするのは6回めであります。

私も公民に枇任致しまして3ケ月， ようや
くそのリズムを掴みかけて来た感じでありま
すが，まだまだ至らぬところが多々あり誠に
恐縮に存じていますが，任期中精一杯務めさ
せて頂く所存でありますので，何卒御協力と
御ﾉj添を頂き庇いと存じます。
ガバナーとは人変な激務であられることは

II1し上げるまでもありませんが, 260地区91
クラブの公式I弥問を始めとする, RIの研修
やｲI;次大会出席は勿論の事，地区協議会や地
区の色々の委貝良会議など数えたらキリがな
い雁であり，その心情の程心からお察し申し
上げ，敬服致しております。奥谷ガバナーは

特に労働術ﾉ|;，消費者の問題等，職業罹仕の
御1脚1でもあり，先般の地区職業奉仕委員長
会議では適切，しかも豊窩な専門的な御教（

と御助!『を賜り感謝致しております。私共も
大変良い勉強をさせて頂きました。
さて，川崎RCの笹部誠氏の苫!¥, GCロー

タリーあれこれ''を十一度思い出してみたい
と存じます。その｢1 'に， ロータリーの質につ
いて思うことという内容が!成っています。
ロータリアンは4種類に分類されて，それを

喫約すると， 1番目のタイプは，例会への出
席は完全でメークアップもし100%である。
又定款細則も完全に知っている。クラブ活動
は勿論の事，自ら発意して活発な行動もする。
ロータリーに費した時間は惜しいと思わず，
却って窄仕の喜びを感ずる優等生タイプ。
第2番目のタイプは，例会への出席は完全で
あるし人々との間も親密である。ところが，
クラブフォーラムとかクラブアセンブリーと
か1.G.Fとかには出席しない。定款細則には

無関心で斥気に自分は国際ロータリーの会旦
である， とすましている。積極的な奉仕はや
らないが，高われたり，教えられたりすれば
従順に仕‘猟をする。3番目のタイプは出席は
まずまず良好である。人々との交りも良くや
る。然しロータリーについては何も知ろうと

せず, I1Iか任せられると「私はとても忙しく
て」と逃げてしまう。例会で食事をして， し
ゃべって何か聞いて帰るだけがロータリアン
であると思っているし4番目のタイプは，毎
週の例会なんて多すぎる，と苫情を言う， ク
ラブの出席低下など眼中にない，自分ほどの
地位の臓業人ともなれば忙しくてそんなに出
席もできない， と地位を鼻の先にぶら下げて

屋千種クラブがホスヘ

トとなり，安野パス
トガバナーのご臨席

を賜り，加藤地区権
仕委員長，水野職業
奉仕小委旦長のご指
導，ご協力により，
地区職業奉仕委貝氏
会議が開催され， 75

クラブ，110名の会口
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の参加を得て，成功裡に終了することができ
ました。この計･両はカルロス・カンセコ会腿
のテーマ「見つけよう奉仕の新生面」の要
,il'iに応じ，程仕の新機軸を推進させる試であ
り， ロータリーの原点と言われている職業据

仕について， クラブの職業奉仕委員長諸湖と
共にロータリーを考える機会を得ました。
ロータリー綱領によれば，実業および専門

職業の道徳的水準を高めること。あらゆる有
川な職業は尊重されるべきであるという『淑識
を深めること。そして， ロータリアン各自が，
l職業を通じて社会に奉仕するために，その職

業を品位あらしめること，を挙げています。へ
職業准仕とは， ローータリアンが自分の職業
とロータリーの理想とを結ぶ環であり，各ロ
ータリアンがその職場で奉仕の理想を示し，

更に多くの人々と奉仕の理想を分かち合うこ
とを求めています。自分の職場で行動するに
際し，典突，公正，好意，礼儀などをはかる
規準として「四つのテスト」があり，スロー
ガンとして「無私の奉仕」， 「超我の推仕」，

|~蚊もよく奉仕する者は，蚊も多く報いられ
る」があります。
また，職業奉仕とは，自分の仕1ifに!誇りを

持ち，仕'jfをll具しく立派に実行しようとする
程仕, 41猶の資をえる方法を，人生を生きる
方法に代えるもの，私達の職場でロータリー
を活かすもの，商業や企業で最も働きやすい
健服的な職場をつくり上げるもの，実業およ
び専門職業で生活環境を向上させ社会に貢献
するものと高われています。産業界では，良
好な弥使関係を築き_l二げ，同業組合などを通
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会社は1社10,000円以上という規模のもので
全く東京RCの単独の企画であった。
しかしその後東京RC以外にも協力者が現

われはじめたので，募金の方法も「1カ月ピ
ース1個」というキャッチフレーズにして,H木
全国のロータリアンの支援を得ることになった。
上記の寄付額に対して奨学生は毎年2名舞

集し， 1名当り年間50万円を支給することにした。
奨学生は米山翁が戦前から色々個人的に援
助をしておられた東南アジアを中心とした|剛
々から募集をすることにした。
その第1回生としてタイ国バンコックRC

とビルマのラングーンRCに奨学生の推薦依
頼状が送られた。これらの手続は東京RC会
員の古沢大作氏，新田義実氏等の非常な努力
で進められた事を私は忘れることができない。
さて，バンコックからは1954年9月ツムチ

ャード君が貨物船で横浜港に着いた。同君は

東京大学農学部大学院に入学が許可された。
しかしラングーンRCからの学生は何かの理
由で来日せず，代わりの学生の選出が問題に
なったが，偶然は素晴しい解決策を与えてく
れた。

丁度，当時東京大学修士課程で水産資源学
を勉強していた印度の留学生が本国からの送
金が途絶えて非常に困っていることを知り，
この学生を援助しようということになって，
タイの学生と同じように奨学金を支給するこ
とにした。

この学生イーペン君選定の経験によって，
米山記念奨学会の奨学生は在日留学生の中か
ら選ぶことにした。この方法により往復の旅
費の問題，学力の程度，健康状態，人物の適
否判定等の問題を直接日本で面接して解決で
きるようになった。従ってこの在口留学生を

対象とするという原則は今後も続けられるこ
とと思う。

さて1953年に2名の奨学生で発足したこ

の奨学金は今日迄に延べ約4,000人の奨学生を
誕生させ，今後も毎年350名以上の学生のお
世話をする予定である。
しかし一見泰平無事のように思われるこの

会にも世界の荒波は容赦なく打ち寄せてくる。
この奨学金の奨学生応募規定には「ロータリ
ーの存在する国から修学又は学術研究のため
に来日している者」という条件がある。この
ためロータリークラブの存在しない国の留学
生には奨学金を支給することができない。そ
こで「世界は一つである」筈なのに何故その
ような差別をつけるのか， という説が出てく
る。他方，従来日本と温かい国交があった台
湾との間に，ある日突然正式の国交がなくな
ってしまった。従来国費留学生として日本で
勉強をしていた台湾の留学生に対して， 日本
政府は奨学金を出す事ができなくなった。そ
の台湾の留学生に対し現在米山記念奨学会は
充分とはいえない迄も，でき得る限りの援助
をしている。これも会員の皆様のご理解と台
湾のロータリークラブが健在であるからであ
る。

じての営業活動では公正な取引を進め，消費
者には健康安全面に留意し，良心的な真に喜
ばれる商品を提供しなければなりません。
このため，斯界で活躍されておられる講師

を招き，健康衛生大学島教授は今日の産業界
に於ける保健衛生上の諸問題，名古屋経済大
学小木教授は消費者行動の変化や消費省ニー
ズの多様化に伴う企業の対応について，それ
ぞれ労働者保護，消費者保i淡の立場から，職

業人の在り方に関してお話を聞くことにしま
した。

この際， ロータリーの職業奉仕を再認識さ

れ, 10月は職業奉仕月間でもありますので，
各クラブでは職業奉仕を主題としたクラブ・
フォラムを計画され，事例研究として環境破
壊に伴う企業責任，職場の環境改善と保健衛
生，若い人々の職業選択の指導，消費者保護
と企業活動などについて，会員各位が討議さ
れる機会を持つよう期待申し上げます。
ホストを務められた名古屋千極クラブの各

位竝ぴにこの会議開催にご指導，ご協力を賜
りました諸兄に対し，心から感謝申し上げお
礼と致します。

へ

季．ご零聴謬琴亭室，クラブアセンブリー．ご-町全一鼠ご－

へ

例会終了後，奥谷ガバナー，宮木分区代理

の御指導のもとにクラブアセンブリーが開催
されました。

各委員長の報告に奥谷ガバナー，宮木分区
代理が各々の立場から適切で幾富な御助言を
され，一同熱心に拝聴した充実なクラブアセ
ンブリーとなり，全員の拍手かっさいの中お
ふたりはお疲れの様子もなく次の公式訪問に
向かわれました。

⑩⑧、⑬⑩⑧⑬

－米山月間に思う一

米山記念奨学会委員長安野譲次

1952年11月，東京RCは奨学金制度を計画

し，翌年4月から具体的活動に入った。当時

のガバナー小林雅一氏によって発表された計

画によると，会員1名年1,000円以上，会貝
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今後も流動する世界の中で米山記念奨学会

は甘い感情論でなく，広い視野と深い思考に

裏付けされて明日の世界に進むことであろう。

（ガバナースレターより）

◇昭和59年8月分分区別会員数及び出席率

（△印は減）
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会長， 12月31日を

100万会員目標達成期日に

カルロス°カンセコ会長は，全ロータリア

ンに非常に大きな挑戦すべき課題を提起しま
した----12月31日までに会員数を100万にする

ことです./100万人目のロータリアンは，米
国ミズ､－リ州カンザス°シティーで開かれる
1985年国際大会へ招待され，そこで，彼が
ロータリー史の中で占めた役割について然る
べく表彰されることになっています。
会長は言いました： 「ロータリーが，何か

良いことをより効果的に実施しようとするな
ら，会員数を増やさなければなりません。最
近の平均成長率は2パーセントでした。しか

し，ビル・スケルトン前会長の会長賞プログ
ラムの勢いに乗って， 1984-85年度に会員数
を6パーセント純増するよう地区ガバナーに

要求しました。要するに，会員増加のための
尽力を3倍にするよう要請しているのです。
1984＝85年度に会員数を6パーセント純増
することができれば，会員数100万の目標に
到達できるでし踵う」

この意欲的な目標を達成できるでしェうか？

会長はできると信じています。そして，あら

ゆるクラブ会長の支援を強く要望しています。

来る4カ月間に達成するためには，過去の会
員伸び率をほぼ3倍にしなければならないで

しェう･カンセコ会長が言っているように，

私達は， 1983-84年度に加盟した新クラブ

数が714という記録的な数字であったことを

励みとすることができます。

カルロス会長は，また，会員ひとりひとり

に「新ロータリアンを見つける」よう要請し，

1985年6月30日までに入会した人には特別

認定証を贈ると約束しました。また，若い人

をロータリーに迎えるために，なお一層努力

するよう注意を促しました。

7月半ばで会員数は955,000人に迫ってい

ます。つまり，不可抗力の理由のため退会す

る人を考慮に入れないで約45,000人の新会員

を入会させなければなりません。言い換える

と，各クラブは，来る4カ月間に少なくとも

2名の新会員純増を果たさなければなりませ

ん。

ロータリアンの皆さん，直ちに始めましェ

う。必ずできます.／ この創立80周年を，奉
仕の志の高いロータリアン数が100万に達し，

100万を超えて行く年にしようではありませ

んか.／

(RIニュースより）
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rF息繼鰡懸扉芒重r宣言1

1鰯蝋繊唾雛I
lの霞れだ業繍の蔭にば,園にば見え…’ ,，
Iある；それは善意の力である」 ’’
I --ﾎｰﾙ･ハリス （情報抄録より) II
‘一令一今一今－－言一幸－ご一今一さ＝プー今寓←←－－－等詞・
'〉 ｛ 卜

一

◇次回例会( 10月9日）

秋の会貝夫人懇親会のため，識演はございま

せん。

◇次々回例会（10月16日）

講演 ‘‘米山月間を迎えて”

米山奨学生マーウットーン・ソムサク君

李光必君 （紹介竹内君）
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