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１）ロータリーの重要な問題に関心を持たせる
２）問題のあるクラブに特別に関心を払う
３）積極的に奉仕活動に参加させる
４）貢献したロータリアンを表彰する

皆さんこんにちは、恒例の
公式訪問に就いての卓
話ということで、毎年同じよ
うなお話をさせていただきま
すが、少しの間お付き合いい
ただきたいと思います。
本来は、ガバナー補佐がお
見えになり公式訪問に就いて
お話いただくところですが、
来週は西クラブと合同の公式訪問例会ということ
で、本日はそちらの方へいかれてるということで、
私自身格別なお話は出来ませんが、よろしくお願
いいたします。
最初に皆様にお願いしたいことがあります。今、
京葉銀行の加瀬支店長がめでたく成田支店にご栄
転でございます。おめでとうございます。
後任の猪俣支店長が来週公式訪問にお見えにな
りますが、その席上で山田ガバナーよりバッジの
贈呈をお願いしたいと考えておりますので、よろ
しくお願いいたします。

具体的公式訪問
１）会長・幹事会
余人を交えず会長・幹事とクラブの諸問題
に就き、忌憚のない懇談と指導を行う
２）ロータリーの重要問題に焦点を当て関心を
持たせる
３）例会で全会員に感銘を与える講演をし、ロ
ータリー活動を励ます
４）弱体、問題を抱えるクラブに特別に関心を
払い、適宜な対応を諮る
５）顕著な功労者を自ら表彰する
６）クラブ協議会に於いて、クラブ運営、活動
の推進に就いて協議をし、助言を与える
７）ロータリーの友の活用を諮る
山田ガバナーの方針
地区協議会での地区の10項目の重点目標
クラブ委員会数の見直し
10％増強
会員研修の充実
例会の充実
職業奉仕の重要性
社会奉仕の新規事業
国際奉仕への関心
新世代の育成
財団、米山への協力
世界大会への参加
重点課題
１）地区の方針
より強力な魅力あるクラブ作り
２）クラブの活性化
会員増強 目標10％の増強
３）クラブの長期計画
毎年のクラブ会長の活動計画は長期計画の
達成させることが前提
最重点目標
会員増強
情報委員会に因る研修の充実
長期計画

公式訪問に就いて
ガバナー
山田修平
1941年７月28日
1993年

新潟県長岡出身 税理士
木更津東ＲＣ入会

定款に因るガバナーとは
国際ロータリー理事会の指揮・監督の下、担当
地区の管理と監督をする、国際ロータリーの唯
一の役員であります。
任務
１）新クラブの結成
２）クラブの強化と会員増強
３）ロータリー財団、
米山奨学基金への協力要請
４）地区大会の主宰
５）地区研修セミナー、ペッツ、地区協議会へ
の協力
６）月信の発行
７）公式訪問の実施
手続き要覧上の公式訪問の目的
ガバナー自身が地区内各クラブを個々又は複数
クラブのグループとして、以下の目的を以て訪
問する。

2011〜12年度RI会長
カルヤン・バネルジー会長
インド・バピRC（クジャラート州）農薬製造
国際ポリオ委員長
（インドに於けるポリオ撲滅運動の推進者）
指名受託演説
『インドが発展途上国であり、識字率、保健、
飢餓、水資源と言う単純なプロジェクトが国際
奉仕の関心事です。この活動を通じて、一つの
村、家庭、個人に変化が期待出来ます』
RIテーマ
『こころの中を見つめよう、博愛を広げるために』
深く自己を省みることに因って、人類が皆同じ
夢、希望、願望、問題を分かち合っていること
を、理解することです。

− ２ −

RI会長からのお願い
『世界平和を語る前に自ら始め、その後で外に
目を向けましょう。心に平和を見出してこそ、
家庭に平和をもたらし、家族の平和が、地域社
会に平和をもたらし、全世界に友情と寛容の心
が育まれます』
RI会長の方針
RIテーマ実践の強調事項
１）家族 ２）継続 ３）変化
そして、
地理的な条件から比較してみました。先ほど申
し上げたとおりインドの西の端ムンバイの近く
で、アラビア海に面した方は湿地帯で、パキスタ
ンに面したほうは広大な砂漠地帯という大変バラ
エティーにとんだ地域であります。パール砂漠の
中は、軍事基地で私もジャイサルメールという町
に訪れた時はパキスタンとの関係が、非常に悪化
しているときで、戦闘機がひっきりなしに上を飛
びまわってるという状況でした。
インドは二つに分けられます。縦の方はインダ
ス川、横がガンジス川という河で仕切られていま
す。ガンジス川のほうは、紀元前1000年ぐらいに
アーリア人がインドに進行してきて、南の方に原

得居ガバナーエレクト並び
に直前ガバナー補佐、松戸東
ロータリークラブの高橋様、
渡辺様ようこそお出で下さい
ました。
後ほど得居直前ガバナー補
佐には御挨拶をいただきます
が、昨年度はお疲れ様でございました。引き続き
ガバナーエレクトとして御活躍をお祈りいたします。
、屋会員より
さてガバナー公式訪問に向けて、土
卓話をいただきます。次回の公式訪問例会、クラ
ブ協議会と遺漏のないようよろしくお願いいたし
ます。また公式行事ですので服装は暑い時期です
が、失礼の無いようご配慮願います。
ところで昨日までバリ島に行っておりました。
この時期は日本のお盆と同じように、祖先を祀
る寺院に供え物をお供えに行き、日本のお施餓鬼
のように玄関先に葉で編んだ皿に花やご飯などを
供えています。イスラム教に追われてジャワ島か
らバリに移った人も多いようで、仏教とヒンズー
教徒が主体のようです。
キリスト教イスラム教の争いは現在もあります
が、１神教の争いは悲惨な結果となります。博愛

住民を追いやりました。ドラバータという民族は、
丸顔で、色が黒くて、割と東洋系な顔つきであり
ます。北のアーリア系の民族は、鼻が高く、色白
の白人であります。それで、北の方の民族が政
治・経済を牛耳っており、南はおもに農業に従事
しています。今年度RI会長は、どちらかというと
南に近い種族であると思います。
そういう点で自身が、民族の代表ということで、
RI会長を引き受けられたのではないかなと思いま
すと、主張、テーマが自ずから理解できます。
それから、過去にポリオの委員長をなされたの
に、ポリオ撲滅を叫ばないか、私なりに考えまし
た。ムンダイの近くを見ますと、ポリオ撲滅には
数十年掛かりそうな状態でございます。警察権、
軍事力が介入できない地域で、子供たちに投与す
る事はとても困難で、これからは、きめ細かい奉
仕括動を必要とされます。そのようなことを鑑み
ると会長として「ポリオ撲滅」を前面に出せない
のではと、想像いたします。
今現在、ポリオの生ワクチンは、一回６セント、
２回で12セントという僅かな金額ですが、実際に
子供たちに投与する作業が手間が掛かり、気の遠
くなるような事業でございます。
これからも、皆様方にはこの事業を御理解いただ
きご協力のほどお願いいたします。

を広めるためには多神教のほうがいいようです。
インドネシアでも首都のあるジャワ島は、ほと
んどイスラム教でそのような風習はないようです。
もともと仏教には祖先を祭ることはなく、盆な
どの風習は日本の習わしを取り入れたと思ってい
ましたが、もともと東南アジアでは広く行われて
いたのかもしれません。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①本日例会終了後、クラブ
協議会がございます。該
当する役員の方はご出席
願います。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①「第24回インターアクト国外研修事業」の案
内が届いております。9月15日 〜18日 、
韓国(3泊4日)
②第2790地区 地区大会開催のお知らせが届い
ております。11月5〜6日、木更津市かずさア
カデミアパークにて開催されます。
③ ロータリー米山記念奨学会より「2011年度
上期普通寄付金のお願い」
が届いております。

− ３ −

３．他クラブ会報・その他
会報が柏南ＲＣより届いています。
４

例会変更の連絡
・松戸中央ＲＣ
７月28日 の例会は夜間移動例会に変更
点鐘 18：00
場所 浅草助六の宿「貞千代」

５．その他報告
来週の例会は、ガバナー公式訪問です。多く
の会員の方々のご出席をお願い致します。
また、例会後のクラブ協議会にも全会員の出
席をお願い致します。

まず最初に、去年一年間ガ
バナー補佐として、伊原会長
をはじめ皆様方に、大変お世
話になり、大過なく勤めを果
たすことが出来ました。御礼
を申し上げたく本日参上いた
しました。そうしましたとこ
ろ、ガバナー補佐幹事の高橋
隆一さんが、私も是非ご一緒
したいということで、参加させて頂きました。本
当に皆様のご協力に感謝申し上げます。本当にあ
りがとうございました。
ご紹介がありましたように、７月１日よりガバ
ナーエレクトになりました。思いのほか早い準備
が必要でありまして、地区幹事を始め準備に入っ
ているわけですが、またこのクラブ皆様にも、ガ
バナー補佐の時よりも倍しご協力いただくことと
思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
最も近いところでは、地区大会幹事をお願いし
たいということで、近々に幹事長の高橋孝夫さん
と、地区大会実行委員長の安蒜俊雄さんが、選任
のご相談にお伺いさせていただきます。それを含
めても、皆様方のお支えがないと、とてもやって
いけない大変な仕事だとひしひしと感じておりま
す。どうぞくれぐれもよろしくお願い申し上げます。

皆さんこんにちは、ただ今ご
紹介にありましたように、６
月29日付けの人事異動に伴い
松戸支店から成田支店に異動
となりました。一年三ヶ月と
いう短い間でしたが、皆様方
には大変お世話になり感謝申
し上げます。本当にありがと
うございました。

【入会】冨田善治君
昭和52年7月13日（34年）

【入会】草野 進君
平成6年7月6日（17年）

【入会】飛田 勤君
平成22年7月21日（1年）

篠宮会員

会員51名
出席42名
仮欠 9名
田中 忠行君
島村 善行君
土、肥伸一郎君
本日出席率
得居
高橋
渡辺

仁様
竜一様
剛様

義務会員42名
義務会員34名
義務会員 8名
鎌倉
大川
三国

康裕君
吉美君
大吾君

小川会員

免除会員 9名
免除会員 8名
免除会員 1名
柳澤 正敏君
中田智次郎君

84.00％
松戸東ＲＣ
松戸東ＲＣ
松戸東ＲＣ

第2790地区第12分区直前ガバナー補佐
ガバナー・エレクト 得居 仁様／
冨田善治君／お祝いありがとうございます。この
ところ例会欠席がちですが、今後はなるべく出席
するよう努力いたします。
草野 進君／入会記念のお祝いをありがとうござ
います。今後共どうぞよろしくお願い致します。
加藤 栄君／先の十日会で優勝させて頂きまし
た。これも一重に参加人数、ハンディキャップ、
同伴競技者に恵まれました。待山さんと杉浦さん
に心から感謝致します。
飛田 勤君／入会記念のお祝いありがとうございま
した。昨年の７月入会以来皆様には大変お世話にな
りました。今後ともよろしくお願い致します。

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 38,000 累計￥ 161,000

財

当日￥ 3,471 累計￥

団BOX

8,498

文責／橋口

