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世 7.へのフレゼントになろう

静岡束ロータリークラブ
会長 杉山明喜雄 幹事 新間桂子
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私が本年度力・ハ・ナーを仰せつ

かりました野口と申します。

皆様方の中には私は「さそか

し,タリのエリトで そのように

育て上げられたJと 思われて

いる方がいらっしゃるかと思

いますが 私は〈入会したての
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ガバナー公式訪間 4ク ラブ合同例会
《司 会》 新間桂子君

《合 唱》 「我等の生葉」

《BGM》 Sweet Return/ HILARY STAGG

《ゲス ト》 2620地区がハ・ナ   野口英一 様

第 4分区がハ・サー補佐  望月威男 様

地区幹事      鶴田哲嗣郎様

がハ・ナ補佐目I事務局長 長崎明彦 様

《杉山会長挨拶要旨》

野ロガバナー公式訪問

して「仲間を増やそう」と述べております。本日の4ク ラブ

合同例会も他クラフ との交流を通じてより親睦を深めようと

の野ロカハ・ナーの提案によるものです.各クラフ・共通的なことと

思いますが、親睦と奉仕をより深め、その結果として会員増

強を図りたいとの目標を掲げられていると思います。それは
「楽しもう。ウリー 仲間を増やそうJと 一致する目標と考え

ます。私ども,り ,アンは、職業倫理を大切にし、職業を通して

社会に奉仕することを志す仲間です。会員の知恵と汗により

クラフの方針、目標の達成を目指して、親睦と奉仕のクラフ・活動

を楽しんで実践して行きたいと考えております。本 日は野口

カハナから最低でも 30分の時間を割いて欲 しいとのご依頼

がございましたので、私の挨拶はこの程度にさせて頂きます。

《ガバナー挨拶要旨》

2620地区ガバナー  野口英一 様本 日はカハ・ナーをお迎え

して静岡南|―タリクラフ・、駿

河 ,―タツクラフ・、静岡日本平

,―タリークラフ・、静岡東|タリー

クラフ・の 4ク ラフ合同例会で

す.第 2620地区野口英一

がハ・ナ、望月がハ・■補佐

鶴口地区幹事、長嶋力・ハ・■補佐冨1事務局長、ようこそおいで

下さいました。会員―同 心より歓迎申し上げます。

ここで野ロカハ・ナーのご紹介を簡単に申し上げます。野ロカ

ハ・■は、1962年 のお生まれで、慶応義塾大学経済学部卒業。

静岡新聞入社後 33歳で山梨放送の社長に就任され、山梨 日

曰新聞などの 15ク ■フの代表を務め、多忙を極めていらつ

しやいます。また 1995年に甲府,タリクラフ・に入会され、2011

年に会長を務められています。力・ハナー月信によりますと 活

動の優先順位は、 1番が仕事ではなく趣味のフドウ畑の農作

業、 2番が,タ リー 3番が仕事という事だそうです。

さて国際,―タリー会長スリランカのラヒントラン氏は 「世界のフレセ・ント

になろう」をテイに、私達。ウリアンに次のように呼びかけてい

ます。「私たちには選択肢があります。授けられたものを自

分のものだけにととめるのか またはそれを生かして自らが

'世
界のフレセ・ントにJIこ なるか、です.」 そして野ロカ・ハ・ナ

は、そのテマを受けて 「会員の授けられた能力を最大限発揮

し、積極的にクラフ・運営や委員会活動に取り組むことJを提唱

され行動計画として「楽しもう。―タリー」を掲げ、その結果と

頃は海 端に「不良会員」でございました。このような私の,―

タリ歴をお話 ししながら「今年のラヒ・ントランのテイJについてお

話をさせていただけたらと思います。

本 日は「4クラフ・合同の例会Jを 開いていただきましたこと

を、まずもつて厚く御ネしを申し上げたいと思います。今回「初
めてことをやっていきましょうよ !初 めての合同例会をや
つてみませんか?何か新しいことが生まれるかもしれないJ

ということで「初の 4クラフ・合同の例会Jを 開いていただきま

した。

タ カンも「大きい物、強い者が生き残るのではなく、変化
のできるものが生き残るJと 書いていますが、それと同じで

新しいことにチャレンシするという気持ちがあつた方が「会を進

められるのではないか、また新しいことが始まるのではない

かJと  そう思います。

私が入会した と言うよりは入会させられたのですが、そ

のきつかけは、当時の力・′ヽ・ナー達に囲まれ「とにかく入れJと い

うようなことを 3年 くらいかけて言われ続け、最終的にはや

や軟禁状態にされ 仕方なく観念した といつた感じなので

私は甲府クラフに 嫌々入ったようなものです。そんな状態で
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入つたものですから「そもそも,夕 ,― なんで言葉も知らないJ

「ライオンス・との違いも当然わからないJなぜ歌を歌 うのかの意
味もわかりませんでした。行けば行くほど毎回「スマイル」とか「ニ
」二,Jと か、月によつては「寄付を出せJと か「財団へ寄付をし
ろJと か 「何なのだ、このクラフは ?」 と思つていました。言

葉もい｀
ネファクタJだ とかカタカナばかりで、全く意味がわかりませ

んでした。また私は,タリーに近づくと
'い

ろんな役を仰せつか
つてしまうJと も思い、なるべく近づかないように「半分くら
い出席していればいいやJと 思いつつ、数年間はそんな状態
を続けてきました。そんな私の態度を見かねた方がいたのか
ついに私は役を仰せつかり、その最初にいただいた役は「副

幹事」でした。

高1幹事になる前は 50%く らいしか出席していなかった私
ですが、副幹事になつてからも出席率は 60～ 70%と 、あま

り上がっていませんでした。にもかかわらず、副幹事のとき
の働きが良かつたのか、その数年後私は、小委員会の委員長

や、大きな委員会「奉仕委員会Jの委員長を仰せつかりました。
そうこうしているうちに、クラフ・の中で一番大変な仕事 iク ラ

フ・幹事Jが、私に降つてわいてきました。
そしてクラフ幹事が終わつた数年後、年功序夕1であるはずの

会長職が、なぜか私にまわつてきてしまいました。クラフ会長
ともなると、皆さんの前で挨拶もしなければならない 挨拶
の中で「,―タリー情報を必ず折 り込まなくてはならないJと いう

指導があります。ということは 勉強せざるを得ないという
ことで、それまでも PETSや地区協に行って勉強はしてきて
いますが、その程度で会長となつて以降、一生懸命本を読ん

だりして勉強いたしました。
そうした中、会長職も無事に終えれそうだと思っていまし

たら「今度は地区幹事をやってみろ」という事になつてしま
いました。甲府クラフ・ 140名 の仲間とさえ 元々は積極的に関
わろうとはしなかった不良だつた私が 今や 3,000名 もいる
地区の地区幹事を仰せつかったことで、友人やお知 り合いが

たくさんできましたし「それぞれのクラフ・が何をやつている
か」を一つずつ勉強する機会にも恵まれました。そして最終
的には「次は,ハ ナーをやれJと いう話になりました。
おかげさまで力′ヽナは、世界中で 535名 おりまして 535名

全員と握手をし 名刺交換をしたわけではありませんが、今
や世界中にこれだけの仲間がいるということは、普通の口舎
の会社経営者ではありえません。少なくとも 34名 いる日本
のカハナーたちとは 今ものすごく仲がよくて 私は日本中に
友人ができてしまいました。これだけでも大きな財産だと思
つています。日本中のカハナー仲間とは、1週間以上 一緒に

同じ事をや り、同じ飯を食べて、一緒に勉強をさせられます
ので、とにかく大変仲良くなりました。
こうした話は私が不良のままだったらあり得ない話で こ

うしてがハ・ナになれていなかったら、今日 皆様方の前でお
話しすることもできませんでした。要は何を言いたいかと申
しますと…今後も各クラフ・では、新しいメンハーを増強させてい

くことと思いますし、各クラフには〈昔の)私のようなf出席 し
たりしなかつたり」という不良会員がいるかもしれませんが
そういう〈昔の)私のような方々には、各タラフ・の皆さんはクラフ

に馴染めるような「お役Jを与えていただきたい。
4クラフの皆様方には入会歴が浅い方、出席率の良くない

方々に是非「お役Jを与えていただき、私のように「更生した
,タリアンJを作つていただきたい。そうした会員の方も「安くな
い年会費」を払ってせっかく入っていただいているのですか

ら、私は「(そ うした方々にも)是非楽しんでいただきたいJ

と思っています。
「とにかく楽しみましょうよ !せ つかく入つたのだから楽

しみましょう |そ して楽しいのであれば仲間を増や しまし

ょうよ !Jと いうのが私の方針でございまして 杉山会長に

は、先ほどは的確におっしゃっていただき、感謝を申し上げ
る次第であります。

いずれにしましても 入会歴の浅い方や出席率の良くない

方には、クラフ・の一員であるということを自党させるような手

段をとつていただくことを、お願いしたいと思います。

最後にラヒントランの話を少 しさせていただけたらと思いま

す。既にスリランカと交流を持っている方もいらっしゃるでしょ

うがラヒンドランは “Be a gift to the world"と いうテーマを掲

げました。「世界へのフレセントになろう |」 と訳されています。

人間は生まれながらにして 生命を授かり、規兄弟を 家

族を授かり、学校へ行けば技術や才能を授かり、学校を卒業

すれば職業を授かり、お金を授かり、配偶者を授かり 子供
が産まれれば子供も授かり そして財産を授かり… 今まで
いろんなことを授かりましたよね。それを持つたまま、この

世を去るのですか, この 1年間は、どうか皆さんその授か

つたものを後世に残せるよう、その授かったものを Cift

フレセントしてください。この 1年 をかけて、そうした活動を

してくださいませんか ?…彼はそう言つています。

後世に技術を残すもよし、知意を授けるのもよし、奉仕活

動という形に参加することでフレセ・ンヽするのもよし「お金で

寄付」という形で残すのもCiftだ と思います.「 とにかくこ

の 1年 (こ れまで)授かったものを、どうにか後世に残す努力

をしてくださいJと いうのが 彼の方針であります。

彼の講演の中で、彼の第一優先項目は何かという問いに対

し、彼はホ

'オ

の話をしていました.30年前に,―夕

'一

が始めた

とック・事業が「ホ,オの撲滅」でした。天然痘という感染症が 40

～50年前に撲滅されておりますが、ホリオは 2018年までには

撲滅させようとしており、これが撲減できれば「世界で 2例

目の感染症の撲減Jと なり、そうなれば世界中の,―夕

'―

が胸を

張って「我々はホ ,オ を撲減 したのだJと 言える !ホ

'オ

は現在

では 30症例しかありませんが、油断するとどんどん増えて

しまう病気で「とにかくホリオを撲滅させましょうJと いうの

カラヒ・ント
｀
ランの第一優先項目である、という事でした。

今年は366日 、間年で 1日 多く授かつていますが、残 りも

う310曰 くらいしかありません。残 り約 310日 ではあります

が、今年は今 日という
'二

度とない組み合わせの日」もあり
「この年は面白い年だつたな、いい年だつたなJと 、後世に話

り継げられるような良い年に 是非皆様にはしていただきた

いと思つております。皆さんは、決して安くもない会費を払
って,''アンになられていらつしゃるのだから、いろんな行動

をされて、活動に参カロされて、楽しい。―タリーライアをお送りいた

だきますことを そして「思い出に残るこの 1年間Jに してい

ただくようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが

挨拶とさせていただきます。
どうぞ 1年、楽しんでいただくことをお願い申し上げます。

ありがとうございました。

《スマイル報告》静岡東ロータリー分
杉山 明宮男 君  野口案―カバナーのご来訪に感謝してスマイルし

ます。本日は 宣しくお願い申し上げます。(他

合計 33名 )

《出席報告》

静岡東ロータリークラブ

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
8/20 52(50) 8

52(50) 43 7

7/30 52(48) 32 10 6 87 う0%

静岡南ロータリークラブ

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

8/20 20(26) 13

腱河ロータリークラフ

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

8/20 19(19) 14

静岡日本平ロータリークラブ

会員数 出席 欠席 I MU 完全欠席 確定出席率

8/20 40(35) 27

く会報作成 :小山 真人>


