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オリンピック (1964 年 ) 景気
貿易の自由化

わかっちゃいるけどやめられない

流行歌

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

いつでも夢を（橋幸夫・吉永小百合）可愛いベービー（中

尾ミエ）

ハイそれまでヨ（植木等）

お祝いのことば

新商品 明星ラーメン（明星食品）アーモンドチョコレート（明

「鈴木義親 会員、沼田敏雄 会員、古庄浩二 会員、鷲山法雲 名誉
会員」傘寿

「宮川義行 会員」 古希

治製菓）

著名人 石原良純

れからもますますのご健勝を心からお祈り申し上げます。

この言葉を最近、
立て続けに久々に聞く機会がありました。それは、
堀川ガバナーエレクトの卓話 (4 月 13 日 ) と松岡幹事の次年度「公

お生まれになった年がどんな年であったかを出来事、流行語、

共イメージ委員会」地区研修・協議会報告 (5 月 18 日 ) の中です。

著名人などを通してご紹介したいと思います。

そこで、本日はこの「入りて学び 出でて奉仕せよ」について話
しをします。

■ 鈴木義親 会員、沼田敏雄 会員、古庄浩二 会員、鷲山法雲 名

この言葉は、1947-1948 年度 RI 会長 ケンドリック・ガーンジー

昭和 18 年 (1943 年 )

出来事

太平洋戦争の真っただ中、連合軍の反攻が本格化し召集

や勤労動員が拡大しました。
流行語

撃ちてし止まむ

流行歌

｢印度の星｣ 松島詩子・｢加藤隼戦闘隊｣ 灰田勝彦・「若

著名人

北大路欣也

亡の後で )

鷲の歌」霧島昇
加藤茶

元帥の仇は増産で ( 山本五十六元帥死

加賀まりこ

小野寺昭

藤井フミヤ

「入りて学び 出でて奉仕せよ」

それぞれお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。こ

誉会員

IKKO

以上、
ご紹介を申し上げました。本日は誠におめでとうございます。

「村瀬直久 会員、彌冨照皇 会員」 還暦

氏の標語であり、2015 年頃まで、国際協議会の入口に 6 つの言
語で掲示されていたそうです。

「入りて学び」とは、ロータリーは例会出席から始まり、毎週の例
会に出席することで

親睦を深めロータリーの理念を学び、
「人の身になって考え、人の
お役に立つ行い」という奉仕の心を育むことです。

桂文枝 (6 代目 )

「出でて奉仕せよ」とは奉仕の理念で結ばれた仲間とともに、地域
社会や国際社会、専門職業分野で学んだ理念を広め、そして奉仕

■ 宮川義行 会員 昭和 28 年 (1953 年 )
出来事

を実践していくことです。

NHK が日本で初のテレビジョン本放送を東京で開始

日本テレビが本放送を開始（日本初の民間放送によるテレビ局）
奄美諸島が日本に返還

日本航空が初の国際路線、東京－サンフランシスコ，東京－那覇
間を開設
流行語

街頭テレビ

コネ

山下達郎

島田陽子

たら奉仕をしましょう」この繰り返しがロータリーライフです。

します。

クルクルパー

津軽のふるさと（美空ひばり）
・雪の降るまちを（高英男）
・

ぞうさん

「例会場に入ったらロータリーを学びましょう、そして例会場を出

最後に、第 2780 地区 パストガバー 山地裕昭 氏の言葉をご紹介

クリスチャン・ディオールが来日

『ロータリー・クラブという出会いの場に触れて

ロータリーつながりの中で多くの友人と知り合い
ロータリーつながりの中でお互い自己を磨き

研ナオコ

■ 村瀬直久 会員、彌冨照皇 会員
出来事

嘉昭
泰光

No.1777 令和 04 年 06 月 15 日 第 43 回例会

毎週水曜日

流行語

著名人

吉田
松岡

※例会日

■点鐘

流行歌

●会長
●幹事

昭和 37 年 (1962 年 )

ロータリーつながりの中で奉仕をする喜びを知り

そのつながりの中で親睦 ( フエローシップ ) と奉仕 ( サービス )

東京の人口 1,000 万人突破（世界初の 1000 万都市に）

を学ぶ。

－１－

仲間を大切に思う心と、世のため人のために尽くす心は 開かれた

06 月 15 日
住江正治 志賀重人
☆欠席者
06 月 01 日（6 名）
川崎直樹 白石 繁 堤

家庭、開かれた職場を生み出します。
』

■幹事報告（幹事 松岡泰光、次期幹事 杉本整哉 )

山坂哲生

■クラブより
１）

矢野敬之

吉永陽三

■スマイル報告

第２回次年度

（親睦・スマイル担当委員

理事会報告

勝也

草村安宏）

こ本日はスマイルの代わりに全員協力金を頂

■今後の予定
2022 7 月 23 日
（土）

■委員会報告

（青少年奉仕担当

きました。ありがとうございました。

地区クラブ活性化

大分県

ワークショップ

大分市

ホルトホール大分

■新旧役員交代式

宮川義行）

アクトの地区研修会が大分の津久見であ
り、宮田さんと櫻井君が参加。その中で

１年の活動に対する表彰がありました。今年度は会員数が１番増
えたクラブということで、ローターアクト委員長賞などを頂きま
した。皆様からの御協力を頂きましてありがとうございました。
・地区ローターアクト委員長賞（委員長 中山諭扶哉）
・活動報告グランプリ 優勝（アクト代表 間崎翔一）
・最優秀会長賞 熊本東南ローターアクトクラブ
アクト代表 間崎翔一）

櫻井一隆（

■点鐘
●開会のことば

～

（親睦・スマイル担当委員

慶祝会

～

草村安宏）

●慶祝者紹介
傘寿 古庄浩二会員、沼田敏雄会員、
鈴木義親会員、
鷲山法雲名誉会員（欠席）
古希 宮川義行会員

■出席報告（出席・プログラム担当

還暦 村瀬直久会員、彌冨照皇会員（欠席）
松田和成）

出席者数

MU

44
06 月 01 日 （免 3）
41

修正出
席者数

出席率
（％）

30

5

35

85.37

44
06 月 15 日 （免 2）
42

33

月日

会員数

78.57

☆出席免除

06 月 01 日
住江正治

島村徹男

志賀重人

－２－

■お祝いのことば（会長 吉田嘉昭 )
■記念品贈呈（会長 吉田嘉昭 )

■慶祝者よりお礼のことば

■鯛の塩釜開き

■閉会のことば

（副会長

■乾杯

（会長エレクト

山田公也 )

－３－

中島祐爾 )

ローターアクトとロータリー：今こそ共に奉仕を
投稿日 :6 月1,2022
2020 年、ローターアクトの立
場向上委員会でワン・ロータ
リー・センターを訪れた著者

寄稿者：イグナシオ・ゴンザレス・メンデス（オリエンテ・デ・タルカ・ロー
ターアクトクラブ会員）
実を言うと、ロータリーについて自分から知ろうとしたわけではありませ
んでした。ロータリーが私を見つけてくれたのです。世界観を変えるよう
な幸運な出来事の連続で、ロータリーにより深く関わるようになりました。
私は 13 歳の時に赤十字でボランティアをし、その後、高校での保健室の設
置プロジェクトに関わりました。高校の卒業式、赤十字での私のボランティ
ア活動に対し、地元のロータリークラブが私にある賞を授与してくれまし
た。この賞は、予期せぬかたちで亡くなった私の先生を称えるものでした。
この先生は、私の活動を応援してくれていたのです。この賞を授与された
ことで、もっとボランティア活動を続けようという意欲がさらに高まりま
した。

その数年後、法律の学位を取得するために勉強していたときに、ローター
アクトのポスターを見かけました。人びとを助けるという私の情熱に沿っ

た活動をしている団体があることを知り、
とても嬉しく感じました。そこで、
友人数名と、地元で初のローターアクトクラブを設立し、私が創設会長を
務めました。その後、地区ローターアクト代表に選ばれたときには、地区
でローターアクトの可視性を高めることを目標とし、会員数を 60％増やす
ことができたほか、いくつかの新しいクラブも設立できました。

2018 年、国際ロータリーのローターアクト／インターアクト委員会の委員
を務めるという栄誉にあずかりました。世界中からできるだけ多くのロー

この提案を理事会が受け入れた後、タスクフォースは、この変更について
ロータリークラブとローターアクトクラブに伝えました。しかしそこで、
新型コロナウイルスの世界的流行が始まり、情報の周知が難しくなってい
きました。
それでも私は、バーチャルな方法を通じて、世界の 10 の地域、100 の地区、
400 のクラブと関わることができました。ローターアクターとロータリア
ンが、互いにメリットのある形でどのように協力できるかを紹介しました。
昨年、友人 2 人の力を借りて、45 歳未満の地区ガバナーエレクトが参加す
るメンタリング・プログラムを立ち上げました。若いリーダーは新しい考
えを持ち込んでくれるため、その意見に耳を傾けることがとても重要だと
信じています。

司法試験を控えて勉強していたとき、私はオーストラリア・メルボルンで
行われる 2023 年ロータリー国際大会計画委員会のローターアクト・アドバ
イザーとしての役目を仰せつかりました。これは、自分の体験をシェアし、
ロータリーファミリーのために国際大会を素晴らしい行事とするまたとな
い機会です。私の模範であり、私がなりたいロータリアン像であるジェニ
ファー・ジョーンズ RI 会長エレクトのチームに加わることができ、大変光
栄です。ジョーンズ会長エレクトは、私が 2021 年国際協議会して自分の体
験談を未来のリーダーにお話しする機会を与えてくださいました。

また、昨年に「超我の奉仕賞」を受賞したことも、この上ない栄誉でした。
私は今、ローターアクターがロータリーや地域社会で果たす貢献がますま
す認められるようになってきていることをとても嬉しく感じています。私
たちは、ロータリーの未来ではありません。すでにロータリーの今となっ
ています。今こそ、共に奉仕するときです。
【寄稿者プロフィール】
イグナシオ・ゴンザレス・メンデス（IgnacioGonzalezMendez）
オリエンテ・デ・タルカ・ローターアクトクラブ（チリ）の会員。ローター
アクターで超我の奉仕賞を受賞した2人のうちの1人。2022年ロータリー

国際大会（米国テキサス州ヒューストン）で表彰される超我の奉仕賞受賞
者である 133 人のうちの 1 人でもある。

ターアクトとインターアクト会員に働きかけ、彼らの体験談や懸念につい
て尋ねました。そのフィードバックを基に、委員会ではローターアクター
がもっとロータリーに参加できるよう、いくつかのアイデアを RI 理事会に
提案しました。理事会は私たちの提案を受け入れ、2019 年の規定審議会に、
ローターアクトをロータリーの正式な会員種類にするという制定案が提出
されたのです。
ーロサンゼルスのクラブ例会にて
審議会までの数週間、私はソーシャルメディア

を駆使して、ローターアクトが会員となること
の利点と、なぜ今そうするべきなのかについて
発信しました。審議会がこの制定案を採択した
とき、私は 2019-20 年度ローターアクト委員会
とローターアクトの立場向上タスクフォースの
委員を務めていました。私たちの役目は、採択
された制定案をどのように実行に移し、
「新た

なローターアクトの時代」を築く方法を理事会に助言することでした。世
界中から集まった優秀なリーダーと共に活動できたことはエキサイティン
グな経験でした。全員がローターアクターの体験向上に力を注いでいたか
らです。

－４－

ロータリーボイスより

