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本日の例会（第１６４０回）
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会
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1637 回例会

欠席会員数
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欠席会員
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出席会員数

30 名

MAKE UP
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出席率訂正
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会

字：遠藤
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アングロサクソン系 イングランド人、
（人種的にはケルト系

長

からい、二枚舌、シニカル、柔軟性（多面性と変わり身の速さ）

得意技。英国には「失敗に勝る成功の種は無く、成功体験ほど
失敗を招きやすいものもない」という言葉もある。
対象的に失敗を許さない日本のシステムの硬直性と、失敗が
前提の英国の柔軟性の違いは大きい。日本では、いったん始め

挨

士に二言はない」といって、途中放棄は恥ずべきことという考
えが根強い。「シャープ」はどうだったか？

紹介いたします。この船には乗客、乗員合わせて 3,000 人以

前々回訂正

率

題

として、タイタニック号沈没時での国民性の違いをジョークで

告

39 名

席

由希子

人種的な特徴をつかんだ対応は、難題の解決もしやすい、例

数

出

員

会報委員長：入江

た事の失敗を認め、撤退するのは実に難しい「初志貫徹」「武

◆ゆったり例会を行います。

出

尚啓

うまくいきそうもない事はすぐにあきらめ、撤退することが、

（公財）愛知水と緑の公社
総務部総務課

◆題

事：横井

のスコットランド、ウエールズ、アイルランドは含まず）こす

《環境保全週間卓話》

◆ス ピ ー カ ー

Ｎｏ．３９

拶

上が乗っていて、沈没が始まった時、船長は女性、子供、お年
寄りはボートに乗せ、男性は海に飛び込んでもらうしかないと
判断、最初にアメリカ人男性が「船長どうしたらよいですか？」
と尋ねてきたので「あなたは勇敢な英雄か？」と聞いたところ
「もちろんだ」船長は「それなら飛び込んで逃げてくれ」ドボ

欧州の人種比較

ン！次に英国人には、あなたは紳士か？「もちろんですよ」ド

会

長

岩田

滿治

ラテン系 フランス人、イタ
リア人、スペイン人、ポルト
ガル人、ルーマニア人、総じ
て血の気が多く、陽気で、働
くことはあまり好きではない
が、文学思想に長けた若干曖昧さをよしとする人種、芸術的、
文化的才能は他の人種を圧倒。食文化などはフランス・イタリ
ア・スペイン・ポルトガル料理どれをとっても秀逸、フランス
人は英国人を評して「我々フランス人は飲食を楽しむ為に働く
が、英国人は働くために仕方なく食べる・人生の愉しみを知ら
ない貧乏根性を持ち合わせた人種だ。」
ゲルマン系 ドイツ人、真面目で法律を順守し、がちがちで

ボン！次にドイツ人が。
「これは規則に定められているのです」
ドボン！そして日本人。船長はどういえば従ってくれるかしば
し考え、「どなたもなさっています」ドボン！（みんなですれ
ば怖くない）の姿勢は、日本人の個性の欠如と、「長いものに
は巻かれろ」的発想という点を強調したもので、欧米人には必
ずしも評価されていないようです。
しかし、この、「みんなですれば怖くない」はチームプレー
の在り方の違いであって、「縁の下の力持ち」的チームプレー
はむしろ日本人の美徳「勤勉さと多様性」を表す表現ではない
かと思われる。サッカーでもゴールした人もアシストした人も
同様に評価されるが、欧米ではゴールした人が圧倒的に高い評
価を受け、アシストは評価が薄い。
『ロータリーの友』2014 年 12 月号「海外見聞録」より

柔軟性が無い。
北海道当別町町長

みや じまさ き

宮司正毅氏

2510 地区当別ＲＣ会員

幹

事

報

告

書や文通であり、さらに他国の人々の役に立つクラブ活動やプ

1.去る 5 月 17 日(日)の北区子ども会大会に岩田会長が出席さ
れ、名古屋名北ロータリークラブ賞として六郷学区・杉村学
区・西味鋺学区の各子ども会育成連絡協議会を表彰致しまし
た。

ロジェクトに協力することあり、活動報告としてベトナムやタ
イやカンボジアへの学校建設がある。
また、現 ポリオ撲滅で著しい成果をあげ今後も取り組むが、
識字率向上も次期活動の柱となる。現 世界人口 70 億人中約

2.ロータリー手帳が届きましたので、お申し込みの方に同封致
しました。

11 億人が字を読めず、これが貧困、紛争の柱になっている為。
最後に、来年の国際大会は韓国なので多くのロータリアンに

地区研修・協議会報告

参加してもらいたいと思います。

「第 1 分科会」報告

「第 2 分科会」会員増強部門報告
次期会長

加藤 昌之

次期会員増強委員長
伊藤

地区方針は『ロータリーの

晋一

原点に学ぶ』です。どこのど

先日 5 月 10 日(日)、ウェ

の時点までの原点を追求す

スティンナゴヤキャッスルに

るのかは議論が要しますが、

て、地区研修・協議会が行わ

講師の次の言葉が心に残り

れ、第 2 分科会はクラブ奉仕、

ました。

SAA、親睦活動、会員増強の 4 委員会合同の分科会でした。

最近は規則が緩くなったが、もっと厳しかった。以前は 1 業
種 1 人で仕事上の付き合いがそのまま互いの親友関係に発展

さて、来期会員増強委員会としての目標並びに皆様へのお願
いをお話しさせて頂きます。

する事を臨んで仲間を増やした。そして仕事上の発展が地域の

まず、地区からのお願い事は、例年と変わらず会員増強と退

発展につながる事を望んだ。その後アーサー・フレデリック・

会防止に努力して頂きたいとの事でした。2015 年 1 月 31 日

シェルドンが 1 業種 1 人を新解釈した。
「ロータリーから業界

現在、世界のクラブ数は 34,739 クラブ、会員数は 1,216,439

に向けた大使」としてロータリー精神が各業界に浸透し地域が

名。日本のクラブ数は 2,286 クラブ、会員数は 89,076 名。

発展するように、1 業種 1 人の枠を広げ多くの仲間を求めた。

当 2760 地区は 84 クラブ、4,844 名の会員がみえます。

「ロータリーはゴミを拾うのではなく、捨てない人を育てる」

そこで、来年度加藤ガバナーは会員数を 5,000 名以上にし

その為には多くの仲間を集めロータリーの精神を受け継ぐ仲

たいと熱望され、その為には、クラブごとで自クラブの現状把

間を増やすのが原点だと思いました。

握、全会員で目標を明確にし、新入会員の発掘に努力してもら

有名な標語「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」は
彼の言葉です。

いたいとの事でした。
そこで、会員を増やしながら退会防止に努める為に今から申

「第 5 分科会」報告

し上げます項目をチェックしながら、よき仲間を増やしていき

次期国際奉仕委員長
香田 研二
○リーダー挨拶

たいと思います。
退会防止策として、
①

・ＷＦＦ（ワールド・フー

例会を今以上に楽しいものにする。（新しい親睦行事を

ド・フェアー）の案内と参加

行う。）
②

の呼びかけ

各会員同志まめに声を掛け合い、新入会員には特に孤立

・ネパール地震の支援金の協力依頼

しないよう気を配ってあげる。
③

○アドバイザー挨拶

新しい同好会を作り参加してもらう。

この 10 年間活動が拡大
○国際奉仕について
国際奉仕（International Service）とは、ロータリアンが国

以上の 3 項目を重点にしたいと思います。
次に、新入会員を増やす策として、
①

以前会員であった方々を再度誘う。

②

各会員の同業者仲間並びに取引先を重要的に当たって

際理解・親善・平和を推進するために実施すること。その方法
は、他国の人々、その文化、慣習、業績、抱負、問題を知るこ
とであり、また旅行や国際大会出席による個人交流であり、読

みる。
③

女性会員をもっと増やす。
以上の 3 項目に絞っていきたいと思います。

加藤会長エレクトも会員の質を保ちつつ、会員増強をしたい
と言ってみえますが、是非会員一丸となって来年度は多くの素
晴らしい仲間を増やして活気あるクラブを作っていこうでは
ないでしょうか。

「第 2 分科会」クラブ運営部門報告
次期クラブ奉仕委員長
西脇 良一
皆さん今日は。本日は地区
研修・協議会 第 2 分科会 ク
ラブ運営部門の報告をさせて
いただきます。
アドバイザーの盛田パストガバナーは、クラブ奉仕につい
て、ロータリーの出発点は親睦・友愛・友情といったものであ
り、その後にそれを土台として各種の奉仕が発生したのであ
り、そういった点を、大切にして、沢山の良い友人を見つけて
いただきたい。と言われました。また、アドバイザーの大島パ
ストガバナーは親睦活動の大切さを強調し、出席こそロータリ
ーの原点である。と述べられました。
私も、初心にかえって、原点を見つめ直し、方向性をチェッ
クし、ぶれていないかどうか、多少の緊張感と柔軟性を持って
楽しく活動していきたいと思います。ご協力、宜しくお願いい
たします。

ニ コ ボ ッ ク ス
星川

直志君

金婚式を祝って頂き感謝。
尾関

正一君

渡邉さんのお顔を拝見して。
遠藤

友彦君

久しぶりです。
阿部

美男君

金婚式祝をありがとう。
渡邉

泰彬君

ご協力有り難うございます。
【夏になりました。暑いー】
岩田

滿治君
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北村紀子さん
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西脇
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橫井

登君

玉置

正樹君

石黒

勉君

入江由希子さん

西脇

多吉君

木村

雅一君

杉浦

定文君

祖父江佳乃さん

香田

研二君

加島

光君

赤崎

守弘君

横田

斉藤 裕也君

徳久君

