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永峯ガバナー公式訪問
点
鐘
五味渕会長
司
会
副ＳＡＡ 秋元会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「奉仕の理想」
◇本日のランチ
スープ ガーリックステーキ
サラダ ライス デザート コーヒー

会員数 123 名

列席 88 名

出席率 74.55%

伊東

ビジター紹介

稲見副会長

◇来訪ロータリアン
４名（２クラブ） 累計 26,486 名
ＲＩ第 2550 地区
ガバナー
伊東永峯様（宇都宮西ＲＣ）
ＲＩ第 2550 地区第３グループＢ
ガバナー補佐 橋本正行様（宇都宮陽東ＲＣ）
宇都宮西ＲＣ   床井健一 様 里村佳行 様
◇一年交換学生   小石川 里緒さん
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
会長挨拶
五味渕会長
皆さん、こんにちは。先週末から西日本を中心
とする豪雨でかなりひどい被害になっています。
今後、義援金を含めた支援のお話が出てくると思
います。その時はよろしくお願いいたします。
本日は 2550 地区伊東永峯ガバナーの公式訪問
の例会です。当クラブへの訪問が最初とのこと
です。後程ガバナーアドレスをお願いしたいと
思います。また、例会終了後には炉辺会合がご
ざいます。理事役員、各委員長、入会３年未満
の方にご出席をお願いいたしまして挨拶といた
します。
◇バナーの交換
伊東ガバナー＆五味渕会長

◇花束の贈呈
五味渕会長から伊東ガバナーへ
◇新会員へバッチの授与
伊東ガバナーより八田欣也会員へ
◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン カムニーサイ君

幹事報告

手塚幹事

◇例会終了後、この部屋にて記念撮影。その後、
３階蓬莱の間にて伊東ガバナーを囲み炉辺会合。
◇本日 18 時 30 分～ ホテルニューイタヤにて
五味渕年度第１回定例理事会開催。
◇７月 17 日、第３回クラブ協議会。前年度決算
及び今年度前期予算案審議と採決。ご出席を。
◇地区より 地区大会のご案内
10 月 26 日（金）宇都宮カンツリークラブにて
記念ゴルフ大会
10 月 27 日（土）会長幹事会、地区指導者育成
セミナー、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
10 月 28 日（日）本会議
（ 27、28 日会場：宇都宮グランドホテル）
◇地区より ロータリー・リーダーシップ研究会
（ＲＬＩ）セミナーのご案内
８ 月 26 日（ 日 ）、 ９ 月 30 日（ 日 ）
、12 月 ９ 日
（日）の３日間。申込みは幹事手塚まで。
◇ 2018-19 年度ガバナー月信用ファイルが届いて
います。ご利用の方はお持ち帰りを。

委員会報告
◇親睦委員会
金子委員
＜誕生祝い・７月＞
会員誕生
今泉 臣夫、金澤 正邦、菊地 章浩、
清水 秀修、轟
宗雄、豊田 悦孝、
上野 初雄、渡邊 和裕、渡邉 有規
各会員
夫人誕生
橋本
統、池田
功、稲見 京二、
小石 敬信、倉井
章、黒崎 定美、
中村
明、五月女大介、佐藤
周、
炭田 匡利、田邉 幅一、若度 哲久、
吉田 恭平 各会員の奥様
◇青少年奉仕委員会
小林（正）委員長
昨年、フランスへ派遣されました青少年交換学
生の小石川里緒さんが先週木曜日に帰国されまし
た。昨日、宇都宮商業高校へ清水副委員長と宇商
マーキュリーＩＡＣの第１回の例会に出席して参
りました。小石川さんには宇商マーキュリーＩＡ
Ｃに在籍していただく予定です。
ご挨拶 小石川里緒様（宇都宮商業高校３年）
この度は、皆様のご支援、ご協力のお陰で素晴
らく、とても貴重な 10 ヶ月間を南フランスで過
ごすことが出来ました。フランスで培い、学んで
きたこと、国際理解や平和を訴える活動など、こ
れからも活動出来たらと思います。
◇スマイルボックス委員会
荻原耕三委員長
伊東永峯ガバナー
よろしくお願いいたします。
宇都宮西ＲＣ 床井健一 様 里村佳行様
よろしくお願いいたします。
谷田部修会員
伊東永峯ガバナー、暑いなか、当クラブにご
来訪いただき、ありがとうございました。
床井光雄会員
伊東ガバナーの訪問を歓迎致します。自性院
総代 床井光雄。
塚田宗雄会員
伊東永峯ガバナー、暑いところ、ご苦労様です。
ガバナーアドレス
 ＲＩ第 2550 地区 ガバナー

伊東永峯

様

皆さん、こんにちは。４月１日から 2550 地区
のガバナーになりました宇都宮西ＲＣ所属の伊東
永峯です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ちょうど、ガバナー指名委員会から話があった
のが３年前になります。今日から 2550 地区 51 ク
ラブの公式訪問をさせていただき、11 月 15 日の
宇都宮西ＲＣの公式訪問が最後でございます。よ
ろしくご指導いただければと思います。
今年、１月 14 日からサンディエゴにおいてガ
バナーになるための研修が開かれました。ガバ
ナーになるには、ＧＥＴＳという研修が３回あり
ます。最後がサンディエゴで、研修に明け暮れて
いました。着いた日の夜、バリー・ラシンＲＩ会
長の会長方針があると連絡をいただきました。Ｒ
Ｉ会長の方針は、“BE THE INSPIRATION”「インス
ピレーションになろう」です。私もつけているこ
のテーマバッチですが、波を表しています。ラシ
ン会長のバハマの波です。バハマはアメリカフロ
リダ半島のちょうど東側で、700 位の小さな島で
出来ている国です。「海抜１メートル位、後 50 年
もすると、私の国は無くなってしまうだろう。」
とおっしゃっておりました。「インスピレーショ
ンというのは、ひとそれぞれ、湧きいずる泉のご
とく尽きる事はない。波はインスピレーションを
表している。それぞれの持っているインスピレー
ションを、それぞれの分野で広く活動していって
欲しい。」という願いがこのテーマバッチに込め
られているのではということです。プログラムの
中に、「それは一人のインスピレーションから始
まった」という言葉がございました。私がノミ
ニーの時に、ロータリーの方向が少しおかしく
なってきているのではないかと感じました。そこ
で私の時は、ポール・ハリスが始まった頃のロー
タリーを考えてみようと思っていました。ポー
ル・ハリスは 1868 年に生まれ、今年が生誕 150 年
という区切りの年にあたります。これをテーマに
選んでポールを偲ぶ会をつくっても良いのではな
いか、という気持をもって始めました。
トロントの国際大会ではインスピレーションは
どこにでもある、ということが書いてありました。
ラシン会長は、それぞれの胸の中に思い描くイン
スピレーションを、クラブでもまた委員会でも、
広く多くの人達のために考えて活動していって欲
しいと私達に伝えてきたわけです。皆様方には、
委員会を活動する上において、ＲＩ会長の言うイ
ンスピレーションをもって活動していただけたら
と思っています。ラシン会長はエネルギッシュな
方と私は感じました。きっと、良い結果を私達に
与えてくれるのではないかと思います。
それを受けて地区の方針、目標を７つ程掲げま
した。
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１．ポール・ハリス生誕 150 周年記念事業の実施
ポール・ハリスは昭和 10 年２月９日、日本を
訪れました。東京ロータリークラブにステイして、
帝国ホテルの中庭に記念として月桂樹を植樹され
ました。後にホテルの改修で移植されましたが、
枯れ死寸前になってしまいました。挿し芽をして
なんとか生き返り、その三世の月桂樹が桐生ロー
タリークラブにあると知りました。そこで、桐生
ロータリークラブから木をいただき、その挿し芽
を宇都宮グランドホテルのチャペルの前に記念植
樹しようということを、今年度の大きな目標に掲
げさせていただきました。ポール・ハリスが生ま
れて 150 年の時にこの月桂樹を植樹したというこ
と、そこにロータリーというものの歴史が刻まれ
るのではなかろうかと考えたわけでございます。
地区大会の時に記念植樹祭を行ないと思います。
２．ロータリー財団への支援
ロータリー財団は 1917 年、ＲＩ会長アーチ・
クランフが始めました。ＲＩへ寄付したお金が３
年後に地区に返ってきます。それを利用して各地
区で役立てて欲しいということです。今年度は１
人あたり 150 ドル、ポリオプラスに 30 ドルの支援
をお願いいたします。
３．米山記念奨学会への支援
米山記念奨学会は米山梅吉さんの名前をとって
始まりました。栃木市上都賀郡西方村出身の古沢
丈作が遺志を継いで米山記念奨学会をつくりまし
た。米山さんの遺志、日本が東南アジアの国々の
方々に大変な迷惑をかけた、国際親善と世界平和
に寄与しよう、ということから始まったわけで
ございます。現在、米山記念奨学生は約 700 名で、
毎月奨学金を提供してその勉学を支えています。
古沢丈作さんは「大連宣言」制定者で東京ロータ
リークラブに入られて大変貢献された方です。栃
木県とは大変深い繋がりがある活動ではないかと
思いますので、皆様のご理解をいただいて、１人
あたり 19,000 円の支援をお願いいたします。
４．ＲＬＩ
（ロータリー・リーダーシップ研究会）の推進
太城年度より始まった研究会です。年３回の研
修を受けてリーダーを育てよう、会の進め方を研
究しようということで、今募集しています。是非、
若い方にご参加いただければと思います。８月、
９月、12 月に作新大学で行ないます。
５．１クラブあたり２名の純増目標
やはり、会員が多くないと活動も出来ません。
宇都宮東ＲＣにおかれましても 150 名という大台
を目指していると伺いました。是非、皆様のご協

力をいただきたいと思います。
６．出席率向上とメークアップの奨励
昔、例会に行くとメークアップの方が 10 名近
く来ていました。まだ、ロータリークラブが３つ
か４つ位しかなかった時に、宇都宮東ＲＣにメー
クアップさせていただき、敷居が高いな、格式が
あるな、こんな人達に巡り合えると言うのは素晴
らしいな、と感じました。是非、推薦された方が
推薦した方を連れてどちらかの例会に一度出てい
ただきたいと思います。出席向上、出席しなけれ
ば意味がない、face to face が出席ということ
ではないかと思っています。
７．ロータリー会長特別賞をめざしましょう
月信（Vol.1）にもありますが、会長特別賞を
目指してやっていただければと思います。
今 年 一 年、 皆 様 方 の お 力 添 え を い た だ い て、
2550 地区が活発な良い地区になりますことをお
願い申し上げまして、ガバナーとしてのメッセー
ジを終わらせていただきます。
◇謝辞
五味渕会長
◇点鐘
五味渕会長
※今回の点鐘は、ガバナーにお持ちいただい
た日本ロータリー 100 周年規定ゴングで行な
いました。
◇記念撮影

クラブ協議会（第２回）
炉辺会合

ＲＩ 2550 地区 伊東永峯ガバナーを迎えて
司 会 進 行 手塚正智幹事
開会のことば 五味渕秀幸会長
伊東ガバナー
今回テーマとしてポールを語ろう、ポール・ハ
リスについて見直してみようということであげ

－3－

させていただきました。ポール・ハリスは 1968
年、アメリカのウィスコンシン州ラシーンで生ま
れました。シカゴから 40 ㎞位北にあります。何
故ロータリーを作ったのか聞かれた時、「寂しい
から作ったんだ。」ということでした。３歳の時
に両親と別居し、祖父のハワード・ハリス、祖
母のパメラ・ハリスに育てられました。二人は
ニューイングランドの家庭の躾をポールに教えま
した。ロータリーの基礎はこの祖父母ではなかっ
たか、ということも言えるのではないかと思いま
す。ポールは大学を出て５年間、愚行の旅をしま
した。アルバイトや牧場で働く等、苦労して５年
が過ぎました。私も大学を卒業して寺に入ること
になり、一年間八王子の高尾山で勉強させて下さ
いということをお願いしてそこに入りました。帰
る時に宇都宮の多気山まで約 160 ㎞ありますが、
一週間かけて歩いて帰ってきました。今なお、私
自身の心の糧になっています。ポールにとっても、
５年間は、ロータリーを作る上において大きな力
になったのではないかと思います。
シカゴでは、ポールは一人ぼっちでした。ど
うしたら仲間を作れるだろうか、ということで、
石 炭 商 の シ ル ベ ス タ ー・ シ ョ ー ル、 鉱 山 技 師
のガスターバス・ローア、洋服商のハイラム・
ショーレーに基本案を示したわけでございます。
合意を得て、始まったのが、仲良しクラブでし
た。定款は、会員の相互扶助、会員の親睦の２
カ条でした。その後、特許弁理士のドナルド・
カーターが入会し、「自分のことしか考えないク
ラブは長続きしない。」ということで「シカゴ市
の利益をより推進し、市民の中にシカゴ市に対
する誇りと忠誠の精神を普及する」という第３
条が加わりました。他人のことを思いやる奉仕
の集まりという心が芽生えてきたわけでござい
ます。一番初めに行ったのが、シカゴに公衆ト
イレを作るということでした。
今の規則はそのほとんどが始めの段階で決めら
れたと言われております。一業種一会員制（職業
分類の原則）、例会出席の義務、政治及び宗教上
の論争、及び団体行動の禁止、例会場固定と食
事（７回目から）、卓話の習慣（３回目のシール
の石炭置き場から）、ロータリーソング、理事会
先議権などです。もともと親睦と相互扶助を主と
してきたので、そこに社会奉仕があがってきたこ
とで論争がありました。それを解決するうえにお
いて、1910 年、全米ロータリークラブ連合会が
誕生しました。これが世界大会の初めだと言われ
ております。1927 年ベルギーのオステンド大会
で、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕
の四つの部門が奉仕部門としてあげられてまいり
ました。2010 年、新世代奉仕から青少年奉仕が

出来て、五大奉仕となりました。ポール・ハリス
は「私達はいつまでも成長してやむことはないで
しょう。心底からロータリーに関心を抱く人々は、
このように信じているのです。世界は絶えず変化
しています。そして私たちは世界とともに変化す
る心構えがなければなりません。ロータリーの物
語は、何度も何度も書き替えられなければならな
いでしょう。」と言っています。
ロータリーは今まで二つの大きな変化がありま
した。一つ目は、1906 ～ 13 年に亘る仲良しクラ
ブから、超我の奉仕を基盤とした団体に生まれ変
わったことです。奉仕の精神を取り入れて、友情
と寛容を重視し、ロータリーは超我の奉仕を持っ
た人々の集まりになりました。二つ目に、1923 年、
セントルイス大会で採択され、決議 34 号が成立
し、ロータリーの理念、原則が確立されたという
ことです。職業奉仕と社会奉仕は今まで別々に考
えられていたのですが、同じ奉仕部門のひとつと
いうことになりました。ロータリーが世界に拡大
したのは、ロナルド・カーターそしてシェルドン
等の多くのポールを支える人々によって倫理性を
大事にする団体となり、一人のロータリアンが一
つの業種を代表するという職業分類に重きを置い
て寛容の精神を大切にしてきたからではないかと
私は思います。
や は り ロ ー タ リ ー は 職 業 奉 仕 が ま ず、 基 本
になっているわけでございます。Service 特に
Vocational Service という言葉を使っておりま
す。Vocational Service は天職を一生懸命やる。
自分に関する人達に最善のサービスをしていれば、
感謝と信頼と信用を得て、必ず自分の利益に繋
がってくる。顧客の満足度を意識した職業サービ
スを心がけるということなんですね。職業サービ
スは天職を忠実にやっているか、それに恥じない
仕事をしているかという倫理的な心の持ち方を意
味しているのではないかと思うわけです。
そこから、四つのテストが出てきます。ハー
バート ･ テイラーが作ったのですが、倒産しかけ
たアルミニウムの会社を立て直そうと経営を引き
受け、いろいろと考えました。これは事業の倫理
基準や商道徳を高めることを目的に作られたもの
ではありませんでしたが、ひとつの会社を立て直
すという真剣な思いで作られました。「真実かど
うか」は「商品の品質、納期、契約条件などに嘘
偽りがないかどうか。」という非常に大切な基準
です。「みんなに公平か」は「すべての取引先に
対して公正か。」という気持ちですね。「好意と友
情を深めるか」は「信用を高め、取引先を増やす
か。」、「みんなのためになるかどうか」は「すべ
ての取引先に利益をもたらすか。」相手を考えた
思いというのが、この四つのテストとしてあらわ
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れています。
ポールの時代には、今あるロータリーの基本と
なることがまとめられました。「社会に役立つ人
間になる方法はいろいろありますが、最も身近で、
しばしば最も効果的な方法は、間違いなく自分の
職業にあります。」「事業を見れば、その人が分か
ります。社会的に大成功していても、事業では平
気で不正をする人もいるかもしれません。しかし、
よき事業人は、どのようなときも社会で不正なこ
とはしないと思われます。」とポールが断言して
おります。相手がいて、相手に対して、私達ロー
タリアンとして、顧客の満足度をどれだけあげら
れるか、というのが、職業奉仕ではなかろうかと
思います。「自分の仕事をただやっていればいい
ということではない、そこには、相手がどれだけ
満足しているかを私達は感じながら、相手のこと
を思いやった寛容な気持ち、これが大切です。」
とポール・ハリスは言っております。
ポール・ハリスの気持は 150 年経っても、今な
お、私達の心の中に残っています。今回、ＲＩ会
長が「すべては一人のインスピレーションから始
まった」という言葉を残しております。これは、
ポールのことを差しており、ポール・ハリスがイ
ンスピレーションを作ったおかげで、今のロータ
リークラブが出来てきたのではないかと、私は思
うわけでございます。
伊東ガバナー
すべては一人のインスピレーションから始まっ
た、ということに何か感じる事はありますか？
旭会長エレクト
ポールは、寂しさからロータリーを作った、と
いうことですが、寂しさとインスピレーションと
はどういう繋がりで出来たのでしょうか。
伊東ガバナー
ポールがシカゴに戻って事務所を作ろうとした
時、知り合いもなく、日曜日、一人寂しく過ごす
時間が多くありました。また、３歳で両親と別れ、
人生の中で親の愛情を知らないという寂しさも重
ね合わせたのではないかと私は思います。インス
ピレーションはラシン会長が掲げたテーマですの
で、ポールとどういうことがあるのかは思い至ら
ないのですが、是非、ロータリー文庫で探して、
ポール・ハリス語録等もありますので、読んでい
ただければわかるかもしれません。

橋本ガバナー補佐
日本で言えば、米山梅吉さんや古沢丈作さんも
素晴らしいインスピレーションをお持ちだと思う
のですが、いかがでしょうか？
伊東ガバナー
インスピレーションはひとそれぞれ違うと思い
ます。湧きいずるインスピレーションをみんな
持っていると思います。米山さんは東南アジアの
学生達に支援しようという大きな気持が湧きあ
がってきたんだと思うし、それに賛同した古沢さ
んが泉のごとく湧きいずる思いを形に表したので
はないかと思います。
小林（利）パスト会長
インスピレーションは日本語にするのが難しい
ので、カタカナでそのまま残したのだろうと想像
します。BE THE INSPIRATION ですから、定冠詞
がついているということは、必ず、特定のインス
ピレーションを差していると思い、ガバナーの言
葉を読んでみました。「今年皆様にお願いしたい
のは、環境問題の影響に取り組むことで、持続
可能な奉仕活動を行ない、インスピレーション
になって欲しいということです。」とありました。
多 分、 こ の THE INSPIRATION は 環 境 問 題 を 言 っ
ているのだろうと思いました。「一つのインスピ
レーションをもって、それをあなた自身が具体化
しなさい。」という意味で訳したのではないかと
感じました。これは私の個人的な見解です。
太城直前ガバナー
米山記念奨学会を発足させたのが西方村出身
の古沢丈作さんです。その生家が西方町にある
と思います。2550 地区で古沢丈作さんが生まれ
た土地に生誕の地の石碑を建てたらどうかと思
いました。
伊東ガバナー
ポール・ハリス生誕 150 年記念植樹の記念碑は
グランドホテルに建ちます。古沢さんの碑につい
ての考えも持っておりますので、米山記念奨学会
委員会と相談して考えさせていただきます。
五味渕会長
伊東永峯ガバナー、貴重なお話、大変ありがと
うございました。明日からのクラブ運営に役立て
ればと思っています。
手塚幹事
以上をもちまして第 2 回クラブ協議会、炉辺会
合を終了させていただきます。

－5－

