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2019―2020年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

淺田豊久ガバナー公式訪問
卓話　「日本ロータリーの歴史と職業奉仕・
　　　　　　　　青少年奉仕・国際奉仕の実例」

会長報告（福元智子会長）
本日の卓話で、PBGではいろいろな不足が重なり、平
均余命が60歳に満たないとのお話があり、やるせない
思いを新たにし、今後も地区のPBG支援活動に当クラ
ブも参加していくことが重要だと痛感致しました。

幹事報告（清宮普美代幹事）
・ �今日は台風でバタバタしていましたが、無事例会を
開催出来てハッピーです。�

・�本日は週報を配布しました。�
・�11月18日（月）に、銀座・日本橋グループのインター
シティミーティングが開催される予定で、当クラブか
らも現在20名以上にエントリーいただいています。
まだ余裕がありますので参加会員は事務局へお申出
下さい。�

・�本日午後1時30分から新入会員のオリエンテーショ
ンがありますので、新入会員の方はよろしくお願い致
します。�

・�次回例会は、9月30日（月）ですが、この日は11
時から10月の理事会もあり、例会後のクラブ協議会
には田中政義ガバナー補佐が出席されますので、皆
様ご出席をお願い致します。

9月のハッピーバースデー
山田桂子会員（2日生れ）、幸村実鈴会員（6日生れ）、
石井本子会員（19日生れ）
（山田会員・石井会員の写真は9月2日例会より）

おみやげ報告
本日各テーブルに福元智子会長の8月キャンプでの
おみやげのカントリーマアムというクッキーが配布さ

れていますのでご賞味下さい。

リバースイニシエーションスピーチ 
（宮下文夫広報委員長、質問：黒岩友美副会長）
先輩会員のイニシエーションスピーチを再現して、新
会員を含む会員の皆様との親睦の一助とするため、
私と福元会長で事前にインタビューを行って録画した
ものをこれから流します。トップバッターは宮下会員
です。
（録画インタビュー　放映　約5分）�
（お仕事は？）�
・�仕事は弁護士ですが、会計士もいて会社の経営
問題などが多いですが、相続・事故賠償・離婚な
どいろいろ扱っています。�

（入会のきっかけと今のお役目は？）�
・�中央RCの金子さんとお付き合いがあったので、
金子さんからお誘いがありました。当時は弁護士
の会員はおらず、新しいクラブの運営にしっかりと
協力してほしいというようなお話でした。入会して
18年になり、今は週報の作成など広報の仕事をし
ています。�

（ゲバラに心酔して放浪をしていたそうですが？）�
・�当時キューバの工業大臣のゲバラが、ボワビアで
ゲリラ戦中に戦死したニュースがあり、私も革命に
参加しなければと思い、全共闘運動に入るきっか
けとなりました。その後「日本は今革命前的情勢
にある」という理論的指導者たちの言葉に「本当
かな」との思いを持ち、全国のバリケードを車で
辿る活動などをしてから、「日本はいまふつうじゃ
ないか。なぜ革命が起きないのか？」という疑問
を持つようになり世界の実態を見るしかないと思
い、キューバやアルジェリアなどで働いたり、ヨー
ロッパでもワインのぶどう刈りやアクセサリー売りな
どいろいろ仕事をして東欧を見に行ったりし、最
終的にインドに沈んでいたときに「日本に革命は必
要ないのだ」というあたりまえのことに気付き、自
分はこれからどうすればいいのかなと考えていたと
ころに流行歌の歌詞「思いどおりに生きていけ」
が耳に入り日本に帰って司法試験を受けようと思う
に至りました。�

（奉仕活動についてどう考えていますか？）�
・�1000万円近くの資金を眠らせているのはもったい
ないので、よいアイデアを出し合って面白い奉仕活
動に投入すべきでしょうね。

のお願い）です。�
・�私の出身地は、佐賀の有田の西の外れの山の中の
村です。近くに曲り川が流れて、よく洪水が起きてく
るので、解決のために政治家になろうと思っていた
のですが、その後方向転換して貿易屋になってしま
いました。�

・ �佐世保北高へ越境入学し、3年間理科系で学び、
最終的には英語を勉強して、慶応大学商学部へ入
学しました。おかげで私はとても顔が広くなり、11
月18日の地区IMに呼んだ日清食品の安藤社長も
同窓生で無償で出てくれています。�

・�私には東京貿易の規模が合っていたようです。あま
り大きいと海外にもなかなか出られないところ、私
は3年でナイジェリアへ出て、アフリカの貧困・飢餓・
ポリオの実態を見る機会に恵まれました。会社で学
んだことは大きく、アフリカからシンガポールなどで
働きましたが、あんまりきれいなところは好きではな
く、危ない・汚いところで割と楽に仕事ができました。�
　要は「リスク」の問題で、「避ける」とは若干違う、
どうリスクをとっていくかの問題なのです。�

・ �歴代のRI会長は端的ですごく印象的で深い内容の
いいことばを言っています。�
2015年　「世界のプレゼントになろう」�
2016年　「人類に奉仕する」�
2017年　「変化をもたらす」�
2018年　「インスピレーションになろう」�
2019年　「ロータリーは世界をつなぐ」�

・2017年度の会長としてやったこと�
軸足を奉仕活動に置くこと。�
国際化－交換留学生受入れ、姉妹クラブ締結�
卓話の充実　　HPの充実　コンテンツなくして充
実なし�

・2015年度交換留学生「ビューちゃんとの歩み」�
私がカウンセラーをやりました。今、タイのタマサー
ト大という名門大学に入学しています。�

・姉妹クラブ締結�
2017年8月にタイのロブリーRCと姉妹クラブになり
ました。�

・2018年度交換留学生「ワオちゃんの歩み」�
とても習字に興味を持ち、上手で、タイと日本の関
係を圧倒的に近くしてくれました。�

・指導者に求められる資質（カエサルが理想）�
知力・説得力・肉体の耐久力、自己制御力、持続す
る意思�

・好きな言葉　　「勇気」�
私は事業の遂行にあたっても勇気が必要な局面が多
いと思っています。�
　好きな小説家は塩野七生で、「ローマから日本が
見える」は指導者の資質についてイタリアの高校の
テキストに使用されているそうです。�

・大事な言葉　　「想像力」�
昨日渋沢栄一の番組にも出ていた日本商工会議所の
三村明夫会長はいつも講演で3つの言葉しか言って
いませんが、私は4つ目として「想像力」を挙げたい
と思います。�

・銀座・日本橋グループ IM（2019年11月18日（月））�
14時30分から16時30分まで銀座ブロッサム中央
会館（講演者：日清食品CEO安藤宏基、女優竹下
景子）で開かれます。入場無料ですが、400名は集
めたいので、当日はメディアを入れ、国連世界食糧
計画も連れてくるので、皆様是非参加下さい。ロー
タリーと国連がタイアップして世界から飢餓・ポリオ
を無くす活動をすることで、ロータリーの公共イメー
ジを引き上げ、又地区の若い会員たちにIM委員と
して仕事をしてもらいIMを成功させ、成功体験を
積むことで将来の世界のリーダーとしてロータリーを
引っ張っていく存在となってもらうという遠大な目的
もあります。�

� （要約文責　宮下）

福 元 智 子 会 長� 本日は田中ガバナー補佐の卓話楽しみに
しております。また、ゲストとして西村美
寿穂（みずほ）さんにおこし頂いております
のでニコニコします。

清宮普美代幹事� 田中ガバナー補佐本日ありがとうございま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

秋 葉 良 子 会 員� 村松南さんのご逝去を知りました。半年休
会して、又例会に出たいとおっしゃっていま
した。ニコニコの名にはふさわしくありませ
んが、ずっとずっと忘れない会員様です。

石 川 和 子 会 員� 田中ガバナー補佐、鈴木グループ幹事、
本日はどうぞよろしくお願いいたします。

海 渡 千 佳 会 員� しばらくぶりの例会参加で皆さんにお会い
できてうれしいです。ニューヨークのお土
産話などまたゆっくり。

曽 根 章 乃 会 員� 淡路島にて、10日間低カロリー療法をうけ
てまいりました。

辻 喜 代 子 会 員� 消費税が上がります。公私共にてんてこ
まいです。

野 呂 洋 子 会 員� 本日は田中ガバナー補佐のお話を楽しみ
にして参りました。明日から消費税が上が
るので、HPなど準備が大変です。

宮 下 文 夫 会 員� イタリア旅行に行ってきました。生ハムで
有名なサンダニエーレやパルマなどを廻り
ました。食べることと衣服は安く、とても住
み易い感じがしました。

にこにこ合計24,000円 /今期累計200,990円

例会報告  第753回　2019年9月9日（月）
出席者22名+メーキャップ10名
（正会員62名-休会6名）

出席率 57.14%

本日の例会  第755回　2019年10月10日（木）
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幹事報告（清宮普美代幹事）
・�日本のロータリー100周年の記念バッチを配布�
・�本日例会後にクラブ協議会があります。�
・�10月10日（木）は合同例会となり、ガバナーが訪問
されます。�

・�10月21日（月）例会時の帝国ホテルは即位の礼に
関連して、駐車場が使えませんのでご注意下さい。�

（理事会だより）�
・�林茶理さん　介護のための退会が受理されました。�
・�8月に100名余のメーキャップをいただいたインド・
ムンバイの3232地区の大会が2020年2月7日から9
日まで開かれ、当クラブから出席の希望があれば旅
程などアレンジいただけるとのお誘いがありました。�
・�村松南会員が9月26日にご逝去され、当クラブから
お花とご霊前をお出ししました。�

・�北九州豪雨と台風15号災害について、募金BOXを
廻しますのでお願いいたします。�

・�2020年のオリパラに向けて、羽田空港内にロータリ
アン向けおもてなしコーナーを開設するプロジェクト
に当クラブも参加することが承認されました。�

・�2020年4月19日（日）20日（月）の親睦旅行の予
定承認�

・ �新会員の歓迎会を常設する方針の承認�

バナー交換（大阪心斎橋RC）
初めてメーキャップいただいた大阪心斎橋RCの森
田邦治様とバナー交換致しました。

入会式（諏訪智美新会員）
諏訪智美新会員に福元智
子会長から入会証とバッ
ヂが交付されました。�
（自己紹介）�
本日入会させていただき、まだ右も左も分かりませ
んが、社会に少しでも貢献していければと思っており
ます。今後共よろしくお願い致します。

インド写真集等の報告（黒岩友美副会長）
・�インド例会写真集が出来上がりました。大1,800円、
小1,200円です。お申込みお待ちしております。�

東京中央RC 2750地区国際奉仕委員長
株式会社スプリングウォーターハウス

代表取締役　熊谷 春水 様

【PBの意味と位置】�
PACIFIC�BASINとは日本語で環太
平洋地域と訳されています。BASINは日本語では「海
盆」という意味です。地図を見ると、グアム、サイパン、
パラオ、ミクロネシアのまわりには、６つの海盆があり
ます。〈WEST�MARIANA�BASIN（西マリアナ海
盆）、EAST�MARIANA�BASIN（東マリアナ海盆）、
WEST�CAROLINE�BASIN（西カロリン海盆）、EAST�
CAROLINE�BASIN（東カロリン海盆）、PHILIPPINES�
BASIN（フィリピン海盆）、MELANESIA�BASIN
（メラネシア海盆）〉。�
　PB（PACIFIC�BASIN）とは、この地域の総称です。

【PBの概要】�
（1）�グアム：アメリカの準州（自治領）
� 面積：549㎢　人口：160千人�
（2）�サイパン：アメリカの準州（自治領）
� 面積：115㎢　人口：58千人�
（3）�パラオ共和国：1994年独立
� 面積：488㎢　人口：21千人�
� 南北に640㎞の間に586の島からなる。�
（4）�ミクロネシア連邦：1986年独立
� 面積702㎢　人口：108千人�
� �東西に3,200㎞、南北に1,200㎞の間に607の島
からなる。�

� �4つの州による連邦国家（ヤップ・チューク・ポン
ペイ・コスラエ）�

【PBGの概要】（1973年に2750地区に合流）�
グ ア ム：��RCグアム（1939年創立）、RCタモンベイ、

RCノーザングアム、�RCグアムサンライズ、
RE-Cパゴベイグアム（5クラブ）�

サイパン：�RCサイパン（1クラブ）�
パ ラ オ：�RCパラオ（1クラブ）�
ミクロネシア：��RCポンペイ、RCトラックラグーン（チュー

ク）（2クラブ）
・�本日はパラオミクロネシア支援合同プロジェクトにつ
いて卓話の機会をいただきありがとうございます。貴
クラブには初年度より毎年ご協力いただいており、
地区PBG支援担当として深く感謝致しております。�

・ �今年2月には10年ぶりにグアムで2750地区大会が
開催され、地区融和のためとても楽しい機会となり
ました。�

・�地区の支援のきっかけは、2016と2017に2750地区
ガバナーがPBGを訪問した際、PBGからの申入れ
があり、医療と教育の支援プロジェクトが設立され
たのが始まりです。�
　当初は、東京中央RCが主体となり、各クラブに
参加を打診して、2ヵ月に1度委員会を開いて進捗状
況の打合せを行って支援活動につなげていました
が、今年度は武蔵府中RCが幹事クラブとなり、13
のクラブが参加して「肥満予防治療支援」を行なっ
ています。�
・�パラオでは広島中央RCの尾形聡医師が中心となっ
て2004年から「食生活改善支援プロジェクト」を行
なっており、学校の給食を中心に野菜を食べる運動
や1ドルメニュー開発のプロジェクトなどを行ってい
ます。�
・�2750地区の支援活動として、子どもたちの運動不
足を解消するためプレイグラウンド（すべりだい、ブ
ランコ、タイヤ登りなど）設置プロジェクトを実践し
ています。米軍第7艦隊の奉仕活動協力やパラオ
RCのペンキ塗り協力も得て、2019年8月にはコロー
ル島15校のうち3校にプレイグラウンドを寄贈しま
した。�

・�同じく地区支援活動として「リューマチ性心臓疾患
（RHD）」の検査器具を寄贈する活動も行っていま
す。又、RHD予防のため啓蒙用ポスターやパンフレッ
トを作って配布してもいます。�
　又、多数の島を巡って予防と治療にあたる病院船
の燃料費の援助として年50万円を寄付しています。�
　これらはPBGが2750地区の仲間である限り続け
るネバーエンディングプロジェクトとして大事にしてい
くつもりです。�

� （要約文責　宮下）

・ �軽音楽同好会のチャリティライブは、無事好評にて
挙行できました。チャリティ寄付は子どもたちの支
援に使わせていただきました。

画廊巡り報告（辻喜代子奉仕プロジェクト副委員長）
11月5日（火）に本年度2回目の画廊巡りが予定さ
れています。皆様参加協力をよろしくお願い致します。
�
クラブ協議会報告（ガバナー補佐、グループ幹事臨席）
13時40分からクラブ協議会となり、各委員長など
から今期の運営と計画について説明があり、ガバ
ナー補佐田中政義様から「ポールハリスソサエティが
7名もいるクラブはすごいと思います。クラブフォー
ラムをスケジュールに入れてもいい。明るくて気分の
いいクラブなので、ますます増強して下さい。」と、
グループ幹事鈴木逸郎様から「このクラブはいろい
ろなユニークな職業・経歴の方がいて、活気があり、
明るいですね。これからも益々発展して下さい。」な
どの温かいお言葉をいただきました。

銀座日本橋グループガバナー補佐
田中 政義 様

（東京シティ日本橋RC）
【プロフィール】�
1946年7月26日　佐賀県西松浦郡有田町生まれ�
1970年　　　　　慶應義塾大学商学部卒業�
（職歴）�
1970年東京貿易株式会社に入社し、ナイジェリア駐在、
西ドイツ・デユッセルドルフ駐在、シンガポール駐在を
経て、1998年同社取締役、2004年同社常務取締役、
2006年から2015年まで同社代表取締役社長、2016
年㈱セット代表取締役会長（現在）。�
（ロータリー歴）�
1994年東京シティ日本橋ロータリークラブ入会、2016
年地区青少年交換委員会委員、2017年東京シティ日
本橋ロータリー会長、2018年地区RYLA委員会委員、
2019年地区ガバナー補佐（銀座・日本橋グループ）。�
�
・ �今日の話の要点は3つ（会長として行ったこと、リー
ダーシップとは、11月18日（月）地区IMについて

訃　報

　当クラブ、村松南会員（I.Fフ
ローラル・デコ株式会社代表取締
役）が9月26日逝去されました。��
会員一同、謹んでご冥福をお祈
りいたします。

石 川 和 子 会 員� 今日の卓話⇒PBG奉仕活動について、
中央RC熊谷さんにお願いしました。熊谷
さん、よろしくお願いいたします。

野 呂 洋 子 会 員� 長崎に行って参りました。台風の様子を見
ながら、ギリギリ東京に戻って参りました。

にこにこ合計5,000円 /今期累計176,990円

冊子ご注文
好評受付中

例会報告  第754回　2019年9月30日（月）
出席者32名+メーキャップ6名
（正会員62名-休会5名）

出席率 66.67%

「私とロータリー」卓
話

「PBG国際奉仕について」卓
話
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