会長
幹事

山本
吉田

国際ロータリー会長
第２７９０地区ガバナー
第３分区Ａガバナー補佐

成人
朋令

2012－13 年度第 3 分区 A・B 合同
インターシティ・ミーティング
会

作次
仁
勝己

開会挨拶

2013.2.14

≪例

田中
得居
平山

千葉若潮 RC 会長 鈴木 章浩 様

の 部≫

司会進行：千葉若潮 RC バスト会長

鵜沢

和広

開会点鐘
第 3 分区 A・B ガバナー補佐

ガバナー補佐挨拶
第 3 分区 A ガバナー補佐 平山 勝己 様

国歌「君が代」「奉仕の理想」斉唱

こんにちは 本日はお忙しい中このようにたくさ
んの皆様にお集まりいただき有難うございます。ガ
バナー補佐の平山でございます。どうぞよろしくお
願いいたレます。
月信を見ますと今年度は 2790 地区で 43 名の会員
が増えております。また第 3 分区 AB でも 17 名増え
ております。
最近のニュースではポリオ撲滅に対してロータリ
ーが大きく貢献したとタイムズに取り上げられたそ

うです。ロータリーの知名度も上がっております。

S；STUDY………ロータリーから人生哲学、職業

今年度得居ガバナーはロータリーの伝統的な精神

倫理を学び、多くの会員の人生観から学び由己研鑽

である＜職業奉仕＞をテーマとして取り上げており

に励んで人間性をたかめる。
S；SERVICE… 思いやりの心で人のお役に立つ

ます。
スターバックスコーヒーが伝統的な文化に回帰し

行動をというロータリーの奉仕をごく自然に自分の

て復活したように、我々の復活もロータリーの歴史

生活の中に生かすことで、世の為、人の為に尽くす。

と文化その中核となる思想に回帰することではない
かと思もいます。

本日の IM が皆様の ESS 実践の一助となります様、
お祈りし挨拶といたします。

＜勤勉、質素、実直な生活態度＞ポール・ハリスか
ら受け継いだ DNA を我々ロータリー会員が失わな

≪基

い限りロータリーはこれからも発展していくと思い

調

講

演≫

演 題「国際ロータリー情報について」

ます。
本日は鈴未パストガバナー、山本文郎様に講師を依

講演者

頼しております。楽しみにしております。これをも
ちまして私の開会の挨拶といたします。

第 2790 地区バストガバナー

第 3 分区 B ガバナー補佐

●略歴

田仲 正道

生年月日
学歴
所属クラブ
職業分類
職歴
公職

鈴木 雅博 様

1940 年（昭和 15 年）2 月 11 日
1962 年 中央大学商学部卒
市原中央ロータリークラブ
建設資材販売
1963 年 太陽物産代表取締役就任
現在に至る
一般社団法人 千葉県建設業協会会長
全国建設業厚生年金基金 理事長
社団法人 千葉商法人会相談役源泉部
会長

●ロータリー歴
会員の皆様、本日はお忙しい中、第 3 分区 AB 合同
IM に御参加頂き、厚く御礼を申し上げます。
又、平素より分区・地区の活動に深い御理解と御協
力を賜り重ねて御礼申し上げます。
今回の IM 開催は千葉若潮ロータリークラブの皆様
の多大なご尽力の賜物です。衷心より感謝申し上げ
ます。
本日、山本先生のトークショー、地区研修リーダー
の鈴木バストガバナーの講演を拝聴出来ることは大
変光栄に存じます。
宜しくお願い致します。
浅学な私が最近「ロータリーの真の姿」ESS で表
わされるということを知りました。
E；ENJOV………職業の異なる会員が信頼感をも
って心から楽しみ、親睦を深め友情をあたため、喜
びを通じあって成長して行く。

1964 年 6 月 市原ロータリークラブ入会 創立会
員
1986～87 年クラブ幹事
1988 年 6 月 市原中央ロータリークラブ入会 創
立会員
1991～92 年クラブ会長
1987～00 年 RI 第 2790 地区 青少年交換委員
1995～96 年地区青少年交換委員会 委員長
1996～97 年 RI 第 2790 地区 第 3 分区・分区代理
2000～01 年 RI 第 2790 地区ガバナーエレクト・地
区運営改善検討委員会委員会
2001～02 年 RI 第 2790 地区 ガバナー
2002～04 年 RI 第 2790 地区 地区諮問委員会・地
区ロータリー財団委員会カウンセラー
地区指名委員会 地区拡大委員会・委
員長 地区表彰委員会・委員長
2004～05 年 RI 第 2790 地区 地区諮問要員会 地
区指名委員会 地区拡大委員会・委員長
地区表彰委員会 地区資金委員会・委
員長 地区 100 周年記念委員会

2005～07 年 RI 第 2790 地区 地区諮問委貞会 ク
ラブ奉仕委員会カウンセラー 地区指
名委員会 地区 100 周年記念委員会
地区研修委員会
2007～08 年 RI 第 2790 地区 地区諮問委員会 地
区指名委員会 地区研修委員会 クラ
ブ奉仕委員会カウンセラー
2008～09 年 RI 第 2790 地区 地区諮問委員会 奉
仕プロジェクト委員会カウンセラー
地区研修奏員会
2010～13 年 RI 第 2790 地区 地区諮問委員会 地
区危機管理委員会・委員長 地区研修委
員会・委員長
2013 年

規定審議会地区代表

公益財団法人ロータリー 日本財団評議員
RI 第 2830 地区 会長代理
ポールハリスフェロー
マルチプルフェロー・ベネファクター
米山記念奨学会功労者・ロータリー財団メジャード
ナー

イリノイ州のエヴァンストンにございます。エヴァ
ンストンはシカゴ市の隣接都市でございます。この
本部におきましては、国際ロータリーの運営は、本
年度は田中作次 RⅠ会長の元で、会長エレクト 17 名
の理事会メンバーによって行われております。日本
からは理事として、RⅠ第 2780 地区神奈川、松宮剛
理事がご参加をされてるわけでございます。
国際ロータリーの理事の任期は 2 年でございます。
松宮理事は現在 1 年目の理事としてご活躍でござい
ますし、来年度からは、第 1 ゾーンエレクト RⅠ第
2770 地区パストガバナー北清治が理事に就任をな
さいます。
RⅠは、国際ロータリーの奉仕活動を推進するため
に、多くの資金を必要と致します。そのため国際ロ
ータリーの組織とは別のロータリー財団を法人とし
て設立しております。
1983 年イリノイ州の非営利活動法人として、国際
ロータリーのロータリー財団の名称で設立され、今
日に至っております。これは主として、寄付金の扱
いについてのアメリカにおける税法上の取扱いが一
番大きな理由で、財団が別の法人になっているとい
う事でございます。
ロータリー財団の運営につきましては、13 名の管
理委員、トラスティーによって行われています。RI
第 2780 地区のパストガバナーで国際ロータリーの
理事をお務めでございました小沢一彦様は、4 年間

本日は、国際ロータリーの現況につきまして、 ロータリー財団の運営にあたっておられた方でござ
います。
お話をさせていただきたいと思います。
田中作次 RⅠ会長の考えにつきましては、ロータリ

13 名のロータリー財団の管理委員の内の、4 名は

ーの友で毎号紹介されておりますので、もう既にご

国際ロータリーの元会長が就任するという事に占－

高覧のことかと思いますが、私どもは日頃、自らの

タリーの細則で定められております。 大変この管

職業奉仕、また社会奉仕に 4 つのテストやロータリ

理委員は重責を負っておられて、また、大変多忙な

ーの綱領を心がけながら、実践をしているわけでご

要職でございます。

ざいますが、この事は取りもなおさず、将来に向か

ロータリー財団の管理委員の任期は、4 年でござい

って毎日奉仕の実践活動という事に通ずるのではな

ます。国際ロータリーとロータリー財団とは重要事

いかと思うわけでございます。

項については、緊密な連携を取る事が国際ロータリ

これから国際ロータリーの現況と、それから．当
面の課題についてお話をさせていただきます。
皆様、お分かりのようでなかなかご理解頂いてない

ーの細則で要求されております。国際ロータリーと
ロータリー財団の重要な業務を支える事務局でござ
いますが昨年度より 10 年勤めました、エドウィン・

のは、国際ロータリーの組織運営でございます。国

フタ事務総長に替りジョン・ヒエーコ事務総長が就

際ロータリーの本部はご高承のように、アメリカ、

任され 600 人の職員が働いております。

海外事務局は日本、スイス、韓国、インド、オース

通じて自分と同じ幸せを味わってもらいたいと思い

トラリア、ブラジル、アルゼンチンの 7 ケ所でござ

ます。」と述べられたそうです、この事は正にロータ

います。

リーに於ける会員増強のあり方を訴えられているの

海外事務局は、200 人以上の職員がおります。日本

ではないでしょうか。

事務局は本年 6 月着任。小林宏明所長以下、12 名の

また、モンテイ・J・オーディ RⅠ増強委員長は、

職員が日本事務局ではついており、私共、日本のロ

「国際ロータリーはロータリーの会員増強と維持に

ータリアンの仕事をサポートすること、また、国際

おける課題が文化圏によって異なり、型にはまった

ロータリーの本部の伝達事項等に誤りがないように

解決方法はうまくいかない事を充分理解している。

期すという事で働いてくれてるわけでございます。

RI 理事会は去る 9 月新たな 3 年計画を承認した。こ

国際ロータリーの組織運営の現況をかいつまんで

の計画ではガバナーとその他のロータリアンが、そ

申し上げますと、以上の通りでございます。ここで、

れぞれの地域に特化した会員増強・維持計画・行動

当面の課題について申し上げたいと思います。

案を立案実行する事が可能になる。2015 年までの 3

第一番目にはやはり、組織をポール・ハリスが 4

年間、毎年 3％ずつの会員を 130 万とすることを目

人で始めた組織が、現在の規模にまでなっているわ

標とした」。と述べ、型にはまらず柔軟で地域にあっ

けでございますが、世界的なロータリーに対するニ

た無理のない増強を提唱しています。

ーズを収束するためには、どうしても大きな組織が
必然的に必要になってきております。
会員増強につきまして、現在では、全世界のロータ

次にロータリー財団の問題についてご報告をさ
せていただきたいと思います。
国際ロータリーでロータリー財団の年次寄付、一人

リアンの数が 9 月末では、
122 万人を維持してます。

100 ドルという目標を掲げております。もうご高承

私のガバナー年度、2001～2002 年クロバルリクエス

の事かと思いますが、ロータリー財団の寄付の種類

ト会員増強活動を展開しました。

を大別致しますと、年次寄付、恒久基金寄付、それ

会員数 150 万人増強を目標に展開しました。時に
は 55，000 人増強し、4．6％増強しました。その会

から、使途指定寄付と大きくわけますと、3 つにわ
けられるわけでございます。

員数と本年度は同じであります。日本の場合不況か

そうして年次寄付というのは、人の制限のないいわ

ら脱出できない低迷状態が続いておりますので、皆

ゆる無条件の寄付でございます。シェアーシステム

様の御尽力にも関わらず、89，000 人に 1，000 人程

を通じまして、3 年後に、我々の寄付が 3 年後、我

減少致しました。その為現在では、世界のロータリ

が第 2790 地区に活用されるわけでございますが、こ

アンの 10％は日本かと言われてた永年の割合が崩れ

の無条件寄付でございます年次寄付を、一人 100 ド

まして、この 9 月末では 7％という割合に落ち込ん

ル目標を掲げております。

でおります。
田中作次 RⅠ会長エレクトは先の国際大会に於い
て、会員増強について「会員増強は会員数だけを目
標とすべきではありません。

ロータリーセンタープログラムについてお話を
申し上げます。
ロータリーセンタープログラムは、2002 年からの
ロータリー財団の新しいプログラムでございますが、

会員数を増やす為だけに新入会員を入れてもロー

国際親善奨学生、もう既に 60 年の歴史を刻んでおり

タリーは強くなりません。ただ入会できる人ではな

ます。4 万 2 千人以上、日本 8 千人の若者が外国に

く、ロータリアンとなれる人を入会させて始めてロ

おいて、勉学する機会をロータリー財団は提供して

ータリーは強くなれるのです。会員を増やしたいと

まいりました。この国際親善奨学生プログラムの長

云う理由で入会をお願いする事はできません。ロー

い歴史と経験の中から、焦点を世界平和の担い手と

タリーが入会に相応しい団体であり、ロータリーの

いう点に絞って開発され、あみ出されたプログラム

お陰で幸せになれる事を説明しなければなりません。

が、ロータリーセンタープログラムでございます。

勧誘を行うのは入会者の為でもあるのです。入会を

紛争の解決と平和における国際問題研究のための

ロータリーセンター、ロータリーの平和理念と合致

します。海外からのフェローは学期開始に先立ち 1

した教育方針を立て、そして教育実績を有する 7 つ

～2 ケ月の日本語研修に参加します。第 2750 地区の

の世界の大学、いや 8 大学が 7 つのロータリーセン

パストガバナー久適（クニ）邦昭様がホスト・エリ

ターとして選ばれまして、9 月から 2 年間、マスタ

ア・コーディネーター（HAC）として、フェローと

ーコースで勉強する機会をロータリーは提供してい

ロータリアン、ICU との連絡や調整などにあたりま

るわけでございます。

す。

「平和及び紛争解決の分野における国際間題研究

News！ 6 月に ICU を卒業したマーク・フラニガ

のためのロータリー平和センター」プログラムは、

ンさんが第 28 回佐藤栄作賞の最優秀賞に選ばれま

ロータリー平和センターといわれるロータリーと提

した。

携した大学で、修士号または修了証プログラムに参

これを支えるために 6 地区、東京近辺の 6 地区が

加するための奨学金で、仕事や奉仕活動や奉仕活動

ホスト・エリア地区として、お手伝いをしていただ

を通じて国内外で平和及び紛争解決を推進するリー

いてるわけでございまして、当 2790 地区もロータリ

ダーとなる人材を育成することを目標としています。

ー財団このプログラムにパイオニア地区という事で

2002 年プログラム開始以来、600 人以上のフェロ

ご貢献を頂いております。地理的に近いという事も

ーがこのプログラムに参加し、学友の多くが、平和

合わせて、ホスト・エリア地区の一つに、ロータリ

と紛争の解決の分野で活躍しています。この秋から

ー財団の方では指定されました。

第 11 期生として、
日本から 3 名の新しいフェローが、
このプログラムに参加します。

このロータリー平和フェローシップは、これから
21 世紀のロータリー財団のプログラムの中で、大変

第 2710 地区（広島）推薦の新屋由美子さんはイギ

大きな意味を持つプログラムに発展していくという

リスのブラッドフォード大学、第 2550 地区（栃木）

ことが予想されます。なかなか選考が厳しいので、

推薦の大阿久裕子さんと第 2790 地区推薦の宇野か

希望者が少ないというのが残念ではございますが、

おりさんは、日本の国際基督教大学で学びます。

外務省のホームページその他、いろいろな方法をと

12 期生（2013－14 年度留学開始）の募集はこの 7
月 1 日で締め切られました。初年の日本からの推薦

って、このロータリーセンターの希望者を増やすた
めの活動をしてまいりました。

は 11 名でしたが、今回の推薦は 3 名のみでした。す

21 世紀の世界は、多くの異なる民族、異なる文化、

べての地区は DDF の寄贈の有無と関わりなく、何人

異なる宗教に属する人々が、他の存在を認めあい、

でも候補者を推薦できます。候補者は必ずしも地区

理解しあい、親善を結ぶ事によって共生する世界で

内に居住している必要はなく、電話やインターネッ

あると思います。 この考えが崩れたところで、紛

トを利用した面接も可能です。
2014 年の申請書は 11

争や戦争が発生しております。

～1 月頃に WEB に掲載される予定です。多くの地区
からのご推薦をお待ちしております。
東京三鷹にある国際基督教大学（ICU）は、世界に

ロータリーの組織の特徴は、各地区やクラブの多様
性を前提としております。現在 200 カ国に 3 万 4 千
余のクラブが存在しておりますが、世界 123 万人の

6 つあるロータリー平和センターの一つです。毎年

ロータリアンは、このロータリーの組織の多様性と

およそ 10 名のフェローが 22 ケ月間、平和と紛争解

いうことを理解していると思われます。そう考えて

決の分野について学んでいます。ICU の所在地であ

まいりますと、21 世紀はロータリーの国際理解と親

る 2750 地区がホスト地区として、
周辺の 2580 地区、

善が全人類共通の理念となる、理念としなければな

2590 地区、2770 地区、2780 地区、2790 地区がホ

らないと、私は思います。

スト・エリアとして協力してフェローの受入を行っ
ています。
2012 年 9 月からは第 11 期生として日本から推薦さ
れた 2 名を含む 13 名のフェローが新たに研究を開始

どうか皆さん、明るい 21 世紀、平和の 21 世紀を
築くために、お互いにロータリーで力を出し合い、
奉仕活動に励みたいと思います。ご静聴を頂きまし
て大変ありがとうございました。

≪基

調

講

ュラー、文さんの特選名品館(現在放送中)、はなまる

演≫

マーケット 他

演 題「文さんの人生録」
フリーアナウンサー 山本

文郎

フジテレビ スーパーニュース、ぼくらの時代 他

様

テレビ朝日 スーパーモーニング、大胆 MAP、二人
の食卓、みんなの家庭の医学、夫婦の掟

他

テレビ東京 レディス４、旅番組「土曜スペシャル」
BS-TBS 健美の旅、こころの歌遺産

他

BS 日テレ 「湯治場のある風景」ナレーション 他
ラジオ番組各局多数出演
イメージキャラクター

生年月日 1934 年 12 月 23 日 東京都文京区小石川
学歴

1957 年 早稲田大学文学部国文科卒

●職歴
1957 年 4 月 株式会社ラジオ東京（現ＴＢＳ）入社
子供音楽コンクール １９５９年〜１９７６年
テレポートＴＢＳ６ １９７６年〜１９８７年
モーニングＥｙｅ

１９８７年〜１９９６年

落語特選会

１９７１年〜１９９９年９月

1994 年 9 月 TBS 退社
TBS と専属契約を結び、
「モーニングＥｙｅ」
「スペ
ースＪ」
「素敵なあなた」等のキャスターとなる。
1996 年 10 月 フリー 各局出演始まる
日本テレビ 素顔が一番 1998 年 10 月〜2005 年 3 月
「おもいッきりテレビ」1998 年 12 月〜2007 年 9 月
TBS テレビ 「ぶんさんの特選名品館」司会 １９
９９年１月〜
BS−１ 「医者がすすめる専門医」司会 2004 年 10
月〜2007 年 3 月
テレビ東京 「日本作詩大賞」審査員
■イベント司会
「渥美

清さよなら会」
「石原裕次郎１３回忌法要」

「橋田壽賀子賞授賞式」
「流行語大賞授賞式」等
■最近出演の番組・CM
日本テレビ

行列のできる法律相

談所、ダウンタウン DX、ザ・世界
仰天ニュース、ぶらり途中下車の
旅他
TBS テレビ 「ひるおび！」レギ

セレコーポレーション

直前ガバナー補佐へ感謝状並びに記念品贈呈
第 3 分区 A 高山

正孝 様（千葉東 RC）

第 3 分区 B 三木

敏靖 様（市 原 RC）

次期ホストクラブ紹介・挨拶
第 3 分区 A 千葉 RC

第 3 分区 B 千葉北 RC

会長エレクト

会長エレクト

櫻木英一郎 様

大谷

京子 様

次期ガバナー補佐紹介・挨拶
第 3 分区 A 並木

鷹男 様（千葉 RC）

閉会挨拶
第 3 分区 B 石井‥七郎 様（千葉北 RC）

市原中央 RC 会長

閉会点鐘

池田 兼雄

第 3 分区 A・B ガバナー補佐

≪懇 親 会 の 部≫
司会進行：千葉若潮 RC パスト会長

鵜沢和広 様

開会挨拶
第 3 分区 A ガバナー補佐

乾

平山 勝已 様

杯

2790 地区ガバナーノミニー

宇佐見 透

様

閉会挨拶
第 3 分区 B ガバナー補佐

発行
■創立：1991

年 1 月 21 日

田仲 正道

様

千葉東ロータリークラブ 会報委員長 小沼 和浩

■認証：1991

年3月6日

■例会場：ホテルニューオータニ幕張

事務局：千葉市稲毛区穴川 3-5-27 上総ビル 303
HP http://www.chiba-higashi.jp/

TEL 043(251)2790
Email

■点鐘：毎月曜日

18:30

FAX 043(251)2726

chiba-higashi_rc@jazz.odn.ne.jp

