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幹事報告

岸　　好子会長

森崎　和敏会員
「奉仕の理想」

川西　啓弘会員

川西　啓弘会員

9月11日（火）　
クラブフォーラム 「新世代のための月間に因んで」
新世代小委員会
理事会開催

9月4日（火）
会員卓話
演題「最近のエネルギー事情」
前野　克己会員

大橋　利昭幹事

2012年8月28日  ［火］　 第1061回例会　天候：　

皆さんこんにちは！ いよいよ今日を迎えました。
国際ロータリー第2620地区ガバナー 高野孫左ヱ門様の

クラブ訪問です。
後ほど、明朗快活な高野ガバナーのお話を楽しみになさっ

てお過ごしくださいね。
そして、地区副幹事の淡路啓二様、又、先週に引き続き
お越しくださいました第5分区蒔田ガバナー補佐様、小濱
事務局員様ありがとうございます。
では今日の報告事項から～先週22日にローターアクトクラブ
の第3回例会に出席いたしました。先般ご報告しましたように
8月から、新体制になったアクトですが、今日はアクトの卒業を
延ばし、留年して会長に返り咲いて下さった水野弘迪さん、
入ったばかりなのに幹事を引き受けてがんばって下さる山本
有輝さんにお越しいただいていますが、今年度のアクトは
一応総勢9名のスタートとなりました。
4つほどの委員会も作り、来年6月の創立10周年の事業

に向けて歩きだしました。又、例会日がメンバーの希望で
「水曜日」となりましたので、皆様にはご承知置きをお願い
致します。
さて、私は一昨年、会長指名を受けましたが、勿論、自信
のあろうはずもなく大変悩みました。そんな時、昨年の地区
大会での高野ガバナーエレクトのご挨拶を拝聴し、今年度の
テーマ、「次代に繋ごうロータリー」を決意しました。
そして、今、その繋ぎ方にとりくんでいるところですが、先日、
7月にソユーズで宇宙ステーションに飛んだ、宇宙飛行士の
星出彰彦さんが、出発前、人類初の宇宙飛行士ガガーリン
さんの墓に詣でたという記事を目に致しました。彼は「自分も
次につなげなければならない。自分の宇宙飛行は長い長い
道のりの一部でしかない」と、コメントしていました。私も北クラブ
24代目の会長として、次年度の戸崎エレクトはもとより、北
クラブの未来のロータリアンへ、（と言うとオーバーですね～）
北クラブの歴史をつないでいかなければと思っています。
今日もひととき良い例会となりますよう、よろしくお願い致し

ます。

岸　　好子会長

月　日

8／7

8／21

8／28

会員数
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5名

－

－

改正出席率

88.00％

高野孫左ヱ門様
淡路　　啓二様
蒔田　　政明様
小濱　　隆夫様
水野　　弘迪様
山本　　有輝様
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静岡北ローターアクト
静岡北ローターアクト

ガ バ ナ ー
地区副幹事
ガバナー補佐
ガバナー補佐事務局

大橋　利昭幹事

・地区大会の早割り登録の締切りが8月31日です。
本日登録いたしますので、出席義務者の方で、都合
の悪い方は、例会終了後、幹事まで申し出てくだ
さい。
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林　　大樹会員

閉会点鐘

新会員／豊吉保詩 会員の挨拶

岸　　好子会長

［担当：鈴木（隆）］

スマイル

高野孫左ヱ門ガバナー 挨拶

■岸　　好子会長　■大橋　利昭幹事
■石垣　徳夫会員　■山﨑　俊昌会員
国際ロータリー第2620地区 2012～2013年度ガバナ
ー 高野孫左ヱ門様、地区副幹事 淡路啓二様、ガバ
ナー補佐 蒔田政明様、事務局員 小濱隆夫様、皆様
のご訪問を、心から歓迎いたします。
本日はよろしくお願い致します。
■津田　　薫会員
高野ガバナーを歓迎します！
先週、シンガポール、インドネシアに旅行しました。
夏は、日本の方が暑いと思います。インドネシアの立派
なゴルフ場では、食事付で5,000円程度でゴルフを楽
しむことができました。
■成瀬　重夫会員
誕生祝いありがとうございました。
74年間色 な々事がありましたが、お陰様で、これという事
もなく、元気で過ごす事ができ、感謝感謝の毎日です。
■菅沼　恵慈会員
誕生日の記念品ありがとうございました。
■林　　大樹会員　■杉山　義郎会員
■川西　啓弘会員
豊吉様の御入会を心より歓迎致します。
■豊吉　保詩会員
本日よりお仲間に加えさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
■石垣　徳夫会員
積水ハウス全国一斉住まいの参観日（9月15～16日）
のご案内をポストに入れさせて頂きました。
お時間のある方は是非、お近くの会場へお越し下さい。
宜しくお願い致します。

高野ガバナー公式訪問
第2620地区ガバナー

高野孫左ヱ門様
（甲府RC）

●自己紹介、改名のお話
2年半前に孫左ヱ門と戸籍を改名したが
元々は塩屋でした。
戦国時代、方丈今川が甲斐武田に「塩留め」の塩飢饉をおこ
した。
生活の必需品である塩の供給を得られず、越後の上杉謙信
は、塩飢饉に苦しむ好敵手、甲斐の武田信玄に、「塩を贈っ
た」と伝えられている。この際、武田信玄の命を受け越後産塩

の取り引きの使いをしたのが、塩屋孫左ヱ門でした。信玄公より
当時の甲斐の国の通貨「甲州金」の裏刻印である「吉」の字
を屋号として贈られ、屋号「吉字屋」が誕生した。1568年、今
から444年前の話ですが、私で61代目になる。
何故「吉字屋」が444年続いたのか？ との問いかけは、まったく
ロータリーの問いかけとだぶらせて、考えていただければと思い、
この話をしました。
「吉字屋」の仕事は何ですか？新入社員研修などで話してい
ることは、油屋でも塩屋でもない。地域の方が必要とされるもの
を必要な時にお届けすること、地域の人が必要であろうものを
探して提案すること。何故、それが出来たのか？ たぶん代々の
当主は変化を見抜いて仕事に着手してきたからだと思う。
●ポールハリスは何故ロータリーを作ったのか？
当時、シカゴの町は商業主義横行の倫理観皆無の環境だと
書かれている。田園都市で育ったポールハリスは、シカゴの風
景のなかで時間を過ごしシカゴの町に辟易としていた。
自分が育った情感豊かな少年時代の過ごした田舎の町を
思い出しながらシカゴの町に再現できないかと書かれている。
何故ロータリーを作ったのか？ 「寂しかったから」ここにロータリー
の原点がある事を忘れてはならないと思う。
●ロータリーのとらえ方
国、政治体制、民族、宗教、文化も違うなか世界に広がってきた
なかでどのようにロータリーをとらえるのか。
「私のロータリーに対する考え方は、少しずつ進んでおり、時に
はほとんど革命的と言っていいほど変わったことがある。
以前は、私は楽しい親睦の原理のみを説いてきた。私は自由
のものの中で最も自由であったし、楽しいものの中で最も楽しか
った。私の声は歌うにも、笑うにも、いつも真っ先にたっていた。
そして会員達は、そんな状態に満足していたのである。
ところが今では事情が幾分違ってきている。このジレンマの中
で、古い会員の意識を変える事よりも、新しく進歩的な考えを
もった新しいクラブを組織するほうが、ずっと容易であるように
思われた。」
　シカゴロータリークラブを拡大の努力を重ねている時に、ポール
ハリスが悟ったことである。
●思いを寄せなければならない2つのこと
　職業奉仕と例会。
職業奉仕って何ですか？ ロータリーって何ですか？ 問われた
とき、この答えを皆さんなりの答えが見つけられなかったら大変
難しいことだと思う。
　やや押しつけがましく、私の職業奉仕観をお伝えします。
誰を信じたらいいのかわからない、本当に信頼できる仲間と仕事
の情報や融通を図りたいと考え、信頼できる仲間作りを始めた
のが職業分類の入り口になった考えだったと思う。
一業種一人原則があるが、リーダーと申す方を招きいれ職業
分類を生かしていった。クラブのなかで集まり交わされる会話は
重要なことであったろう、知らないことを知る場であっただろう。
それが例会だと思う。出席率を上げるための例会ではない、
同時に、自発的に例会に行こうと思う例会運営をすることが
クラブ会長に求められる役割分担だと思う。
　例会だけでいいのか。
我々はライオンズとの比較で “I serve”, “We serve” の違いだ
と言われる。ロータリーを “I serve” と称する理由は、職業を
持つ職業のなかで、地域社会が必要とされることに答えている、
それを継続しようとする意志で行っていることが職業奉仕の
一番の意味だと思う。改めてロータリークラブとして職業奉仕を
アピールする必要がなかったのが、これまでのロータリー100年
間だった。


