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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウ〈リアムEえ‘ァし 1． 歩

みんなにロータリーを

Shal･eRotaryNo.14(1983～1984)
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え，心臓の強い私が指名されたようです。先

週，今週と寺樺ニコポックス委典長の御助言

のおかげでニコボックスが多くなったのは購

しいことです。私も久しぶりにお話しさせて
］頁いたので感謝を込めて「ニコニコ」入れま

した。

◇竹内会長挨拶

第58匹|の例会を奥澤ガバナーをお迎えして

|)M催できますことは{Ijよりも光栄に存ずる次

第であります。又先々週に次いで|||巾分lX代

蝿にも御介添を脳き感謝にⅢえません。水I 1

はガバナーのお‘活を充分にメンバ－諸君に聴

いて頂きたいので，私の話は簡略にいたしま

9o

私が奥澤ガバナーを存じ上げましたのは昨

イ|もの10ﾉ]191 I , 当千種R.C.のチャーターナ

イトの峨上でお'二Iにかかったのが妓初であり

ます。水野Ijij会腿の御発案で突然に阿際委典
良だから|､ロン|､委員長もやれと命ぜられ，

トロント蚕ii良として，恐いもの知らずゆ

え，当||ｻの奥潔ガバナーノミニーと「トロン

トでお目にかかりましょう」と大きなことを
いってlli'iれがましくも握手をして頂いたのが

そもそもであります。質朴で御気持の丁寧･そ
うな外柔内剛の方だなとのiILI感が私にはあり

ました。

さて年がIﾘIけまして， 「iﾐ|際聡仕の副委員艇

にⅡ.んじてコンビを組んでくれた林荊が私

に， 「オイ姿ji", トロン|､委興長の方はど
うなるんだい･ ･…･握手しただけの委員長では

奥澤さんに対してIIIしわけないではないか」

と半分ケンカ， 、|と分決心するように励まして

"ll承知のようにこの6月の|:RI際入会にはり: l l l

R.C.の御協力も得て当千ﾙKR.C･主催のツ

アーを編成してトロントへ行って参りまし

た。では“トロントでお目にかかりましょ

う”は実現したのかと申しますと，残念なが

第58回例会昭和58年10月4日（火）晴
へ

◇“君が代” “奉仕の理想”

◇出席報告

会員48名出席41名

出術率87.23％

◇前回 9月27日（修正l1l席率) 100%

makeup

安藤7i･(9/30北),浜I~171.(9/26空港),椛木君

(10/1'､]:III),林満. (9/28名北),"|Ⅱ,{i･(9/25

年次ﾉく公)，加藤(保)洲（9/29端穂), i'1合君

（9/29端穂)，松lilW{.(9/25年次大会),新災飛

（9/25ｲ|恢大会), 'i""l.(9/25<|晶次大会),鈴

水（ﾘ,lt) ，ﾊ.(9/22*|､W),谷口譜(9/25fl;次大

会)，郁築君(9/26空港）

◇ビジター紹介13名

◇誕生日祝福

水野(賀)71･(10/5), lﾉl.i川夫人(10/5)

◇ニコボックス

"260地区奥澤ガバナー(木1.公式訪問させ

て頭きます)，水野(民)譜･(公式訪問が成功裡

に終了する事を祈って)，竹内君(奥澤ガバナ

ーを歓迎しまして，又公式訪問が無ﾘﾎに終了

しますように)，三'linll･(奥津ガバナーを歓迎

しまして，又公式訪問の成功を祈って)，菅

原調･(私の本がI11 I二I新聞で紹介されまして，

又9〃ゴルフ会，j"ll勝いたしました),黒須

"(I職業j鑿仕月間に入りましたのでよろしく

お恥いします), i' 'l介汕(ホームクラブ御雌沙

汰しました)，都鍵ｲﾄ(ホームクラブ御雌沙汰

しました)，杉l.l.I ~~ﾊ.(*1 1のクラブアセンブリ

ーを欠席させて頂きます)，水野(賛)洲.(誕生

LI祝，結脇記念祝), 1脚川荊（夫人誕41:im)

◇三輪幹事報告

1. *1l例会終了後， クラブアセンブリーを

イj･いますので班11:役此，各委貝長の方々は

fi合の間にお集り~ドさい。

◇水野(民)3分間スピーチ

*l 1 ,偉いお審様が多勢おいでになるゆ

一、
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ら実｣兇しませんでした。打合わせて出かけた

わけではないですからそんな安直な･lf柄では

なかったのです。しかしツアー妓終l i 、いよ
いよカナダを後にするという当同になって，

なんとバンクーバーの空港ロビーにて奥津ガ

バナーエレクトにお| ｜にかかりました。各地

から集った多くのRtnやら乗癖でゴッタ返

す広い空港の'IIで， ロビーの椅子に独り座し

て何事か考えておられる奥澤ガバナーらしき

人を兄つけ，半僧半疑ながら思い切って御挨

拶IIIし上げたところ，間述いなく奥澤さんそ

の人でした。私はその奇縁に感謝し、 トロン
トでは果し得なかったお約束をバンクーバー

で果したという次第であります。同行の成11 1

"., l,M!1;ｲﾄが近くにおられたので111細介しま

したが， これ力禽第2k'l l lの避返であります。
3LI 1_1はもうIIIすまでもありません。 6月

19Hの地|><協‘義会にR. 1 .スケルトン会長の

ShareRotary, ServePeopleをリ1つドげ

て登場された奥澤ガバナーエレク｜､でありま

す。先| |の松本IIJでの260地区のｲ|秋ﾉ<会で
拝顔していますので水l 1で5同日のおI lもじ

ということになります

私jiばかりIIIしていて恐縮ですが， この6

ﾉjの地|><脇I瀧会でのやりとりは始んど忘れて

しまいましたが，そこで'1j象に残った_二点を

l llし上げたいと思います。

--.点は，会長部会においてShareRotary

に関して公風の増強の衝かIItかについてのお

労えをﾌlくされた点です。 ll｛脈l 136年，松水R、

C.より松本1,NR.C.が,没祓され， 〃j代枠･jf

として愛知ﾘILで開催された地l塑協議会へ臨ま

れた11lfのことを述べられました。即ち~その

会議で某クラブ会長より「雌近クラブの闘が

低ドしているように|'|分は,世うが，公仙馴強

についてガバナーはどのような兄解か」と質

問が出たそうです。雌近質』が低ドしてい

るが･ ･ ~…とは既存のクラブの問題ではなく，

当然新らしくできたクラブが仲iHlにするに価

するかどうかと問われたようで，大変ショッ

クであったと述べられました。それに対し､[1

時の111川&ガバナーは, ｢I I本のR.C.はllt界

的な標準からみると，あまりにも画がII.ijすぎ

る。だから決して衝が低卜するということは
あり柵ない」と一一｢『いわれただけだそうで

す。 I質とは何を↓畔にしていうのか~1の問
題に間接‘活法で以て奥澤ガバナーの姿勢を示

されたものと受け11めてきました。盗賂を入

会の段附ではクラブとして｜分に助苫されて
いる髄:のものが，約:しr1が‘低いとするなら

ば，それはクラブの蛍柾である，アフターケ

アを｜ ~かにしない，又新メンバーを同化し得

ない, R.C.側の此任であると奥澤ガバナー

エレクトはいわれたのであります。

第-''l:(IJ, 、11 1 1の蛾後の!;IIiめのスピーチ

で，先ず，エド・マクラウリン会長の

「YouareRotary」

Liveitそれに生きなさい

Express it表現しなさい

Expand it拡大しなさい

を引用され，次にジョセフ・エービー会艮の

「行動のｲ『」 「ACT」即ち，

AimforActionfj･動に努めよ

CommunicationforUnderstandingjJI!

解に途を水めよ

TestforLeadership指導力を尚めよ

と御二人のR. I．会長のターゲットを引川さ

れました。

奥澤ガバナーのShareRotary, Serve

Peopleに対するおぞえが，私なりにII 11か]111

解できるような気がしました。
ロータリーバッジそのものがStatus (ﾄ|:

会的地位）を炎わす怠味はイ『々薄れていま

す。そうではなくてActionがあって〃jy)て

バッジがﾙｻ彩を放つのだと度々私l 1lし｜げて

おります ~ｲj動があり参加があり関心があ

る処がRtnの立脚地であります。
ゞ1J･動もなく参加もなく|fi心もないでは

ラベル。 ,ドタン。メンバーと1弓.われても{|:〃
ありません同

御隠Allll: 'ji:でなく，私も含めて多忙な! | 'で
のR.C.活動であればこそ．一段と怠災を卿

します。 J1ﾐ々頑張ろうではありませんか。

◇第260地区奥澤俊一ガバナー講話

二

へ

"7!催ロータリークラブの/淡認は． l i本で
3番にIであり、戦前には36のクラブがありま

した。 IIHFI I36{|具に私ども松本I肘クラブが松本
クラブのアディショナルクラブとして繩′|<い
たし，私もメンバーにさせて頂きましたス
ケルトン公腿から, ｢ShareRotary, Serve
People」というテーマがIIIされ，アンケート
の結果，賀と11I:の問題がとり｜こげられていま
す。岐近I I<|隙ロータリーでは，会凸を"'1やせ
というが, l,tよりも質の|川魍を狼祝したい。
「埴は質を変える」という！；葉もある。 |'I))
達のクラブは独自の途を歩むのでよろしくと
いうのが大体の迩見でありました
この20数ｲIW.質とはIIIIかと.ぢえ，いまだ

－ワー
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にIﾘ｣碓な理論づけは持っておりません。ロー
タリアンとして適格であるかどうかという判

断は， ロータリーの会員になって，十分その
精神を身につけ，それを職業生活あるいは社
会生活に適応していること。それが質の問題
に-|‐分繋がっていく問題だと思います。
「ShareRotary」は「皆に， ロータリー」

ですが， 「できるだけ多くの人にロータリー
を分ち合う」ということで， 「ユアロータリ

ー」という言葉を思い出しました。ロータリ
ーの考え方は，人生街学です。人生哲学は多
くの人々に広めていくことが組織としては当

然大切なことになります。
今，地球には45億の人が住んでおります。
善’獣ばかりの人の集団ではありません。個々
のお付合いではすばらしい人に述いありませ

ん。ところが現実には国同志が仲良くやって
いるかというとそうでなく，紛争がいろいろ

起っている時代です。それぞれの国が豊かな
社会にすることも雌間ですが，すべてが製か
になっても食糧・資源の枯渇，公JI噂などの問
題がついて回ります。今のロータリーがどん
な索|崎らしいクラブであり，ある限られた人
の優秀な集団であっても，それだけで地球に
対する責任を果したということにはなりませ

ん。国際ロータリーという立場で，一つの世
直しというか，世のため人のためになること

を考えていかなければなりません。
限られた人の中ではいい教えもなかなか広
がりません。できるだけ多くの人がロータリ
ーを理解してくれて，それを45億の人に及ぼ
すようにしなければなりません。いろいろ立
派に役立っている我々の口常生活になくては
Mjるような仕訴をしておられる方は，できる
だけ多く会員になってⅨいて，その人々にロ

ータリーの考え方を1.Fって頂く。それによっ
て，その方の職業生活あるいは社会生活を，

そのロータリーの考え方を適用して頂く。そ
れによって，地域社会が次第にりjるく，住み

良い社会の方向へむいていく。また，地球に
も大きな影稗を与えるような力をもっていく
のではないか。これがスケルトン会長の強く

いわれる「ShareRotary」だと思います。
「ServePeople」もより多くの人に奉仕し
ようではないか， この意味が， この言葉の中
にあると思います。 （文査。大谷）

◇奥澤ガバナーとの会長幹事懇話会

例会1I1＃間前の午前11時の定刻通りに無事
到着された奥澤ガバナー， 田中分区代理を迎
えて，竹内会長，加藤(大)副会長，三輪幹事
及び谷口副幹事を交えた懇話会が開かれた。

－クラブアセンブリー－

例会終了後，奥澤ガバナー，出中尾張第一
分区代理の御指導のもとにクラブアセンブリ
ーが開かれた。公式訪問も昨年に引き続き，
二度めの絲験とあってか，理事役員・各委員
長も緊張した中に余裕の感じられる雰囲気で
和やかに滞りなく進行した。
各委且長も疑問に感じることを奥澤ガバナ

ーに率直に質問し，それに対して納得のいく
まで説明される奥澤ガバナー，適切な助言を
加えられる田中分区代理のお言葉に一同熱心
に耳を傾けていた。

一

終始なごやかに話される奥澤ガバナーは長
時間にも拘わらず，時間が延長するほど豊富
な御助言をされ，お疲れの様子もなく次の公

式訪問に|句かわれました。

ロータリアンの質について思うこと
季､奔字一一戸～、ー…司 ｰ､

川崎ロータリー。クラブ会員であった笹部
誠氏(D.359P.G.)は，著書「ロータリー
あれこれ」の中で， ロータリアンを「入会に
|禁してはクラブ定款第11条によってロータリ
ーの綱伽を承認し，疋欺及び細則の避J:を誓
った筈であるから，そんなに異る筈はないの
であるが，それがそうではない。」として，
4種獺に分類された。要約すると，
ロータリアン第1種

例会への出席は完全である。例会に欠席し
ても， メーク・アップは必ず行い, 1l#には相

当遠いクラブへも訪問する。定款や細則は完
全に知っており，手続要覧のどこに疑問の解
答がある位は憶い出せる。クラブ活動は，命
ぜられたことは勿論， ｜割ら発意して活発な行

動をする。ロータリーに没した時間を惟しい
と思わず，却って泰ｲｰ|:の喜びを感ずる。
ロータリアン第2種

例会への出席は完全である。人々との間も
親裕である。ところが， クラブ・フォーラム
とかクラブ協議会とか1.G.F. とかには出
席しない。定款，細jlllには無関心で，呑気に
も自分は艇|際ロータリーの会員であるとすま
している。職種的な奉仕はやらないが，言わ
れたり，教えられたりすれば従順に仕辮はす

へ

なごやかに談笑される奥澤ガバナー

－3－



バーミンガムで開かれる国際ロータリー1984

年国際大会への公式招待状

同僚ロータリアンの皆さん。
ロータリー史上，初めて， イングランドで

国際大会が開かれます。英国では一度国|際大
会が開かれたことがあります~ ~ ．1921年のスコ

ットランド，エジンバラで開かれた国際大会

です。1984年6月3日～6口にかけて， この
「緑の豊かな楽しい国」の中央部で， ロータ

リーの世界家族が，より一層みんなに奉仕す

ることができるように，みんなにロータリー

を分かち合う特別な機会を持つことになりま
一

9o

私は，全ロータリアンに， イングランド，

ウエスト・ ミッドランズ州バーミンガムで開

かれる1984年国際ロータリー田際大会に娃非

出席されるよう要請します。

国|際大会は，空陸に交通の便の良い，立派
なNationalExhibitionCentreで開かれ

ます。国際大会では，世界的な著名人が主要

なテーマについて識演することになってお

り，英国風の盛儀盛宴と和やかな親睦とにあ

ふれた大会となることでしょう。
このRxhibitionCentreの近くにバーミ

ンガムが位置しています。バーミンガムは，

過去，現在，未来にわたり，国際交易に輝か

しい重献をしています。周辺にはイングラン

ドの真髄が存在します…シェークスピア誕生

の地，城と荘i刺，世界的にイ].名な陶器製造

地，なだらかな農村風景などであります。
ここ， イングランドの中央部で，私達は，

ロータリーの核心である奉仕を探り，広げる

またとない機会に恵まれるのです。私から皆
さまに送る， この招待状に応えて， この歴史

的なロータリーの催しに是非ご参加下さい。

敬具

WilliamE. Skelton

ウィリアムE.スケルトン

｜玉|際ロータリー会長(RIニュースより）

◇次回例会（10月11口）

講演 “名古屋ことば。東京ことば”

朝、新lill編集委貝竹内俊男氏

（紹介者秋山君）

◇次々回例会(10月16日）

10月16日(1-1)の家族会のため，講淡はござ

いません。尚, 181zI(火)は例会はございませ
んのでお間違いのないようお願いします。

る。

ロータリアン第3種

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，何か任せられると「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，何か聞いて帰ること
がロータリアンであると思っている。

ロータリアン第4種

毎週の例会なんて多すぎる， と苦情を言
い， クラブの出席低下など眼巾にない。自分
ほどの地位の職業人ともなれば忙しくてそん
なに出席できないと言い，地位を鼻の先にぶ

ら下げて偉がり，入ってくれと言うから入っ
てやったんだとばかりロータリーのことは知
ろうとせず，おのれの仕｡jl:に比べればロータ
リーの奉仕など可笑しくてやっていられる
か， という人々。

「さて皆様は第何種会員でいらっしゃいま
すか？」と結ばれている。名古屋R.C.の
「504F史」を拝几したところ， ロタキチ三人
衆として，小林雅一（名古屋R.C､初代幹

事)，撚口四郎(大阪R.C.),盛田秀平(D.
260P.G.)の二氏が紹介されていたo 1 1本

のロータリーを今[1あらしめた功労者の方々
であるが，第1極のロータリアンに属するこ

とは|ﾘj確である。ロータリアンの質はこのよ
うな分類を雄準として考えてよいと思われる

が， どんなものであろうか。

（ガバナースレターより）

◇昭和58年8月度分区別会員数及び出席率
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