第 1784 回

平成 25 年 4 月 25 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト

３．ビジター・ゲスト 紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊早朝例会
レストランおぐら 6：30
＊ロータリー公園清掃 7：00～

2730 地区ガバナー

山下 晧三

中部分区ガバナー補佐
池田 豊繁
2730 地区テーマ
夢・誇り・挑戦（素晴らしいロータリーの再生）
高鍋ロータリークラブテーマ
「絆」 原点を見つめてー思いやりの心で
4 月の月間テーマ
ロータリーの雑誌月間
次週例会案内； 5 月 2 日 休会
次回例会 5 月 9 日（1785 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊クラブ協議会（年間報告） ＊理事会

＊

第 1783 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 図師義孝君
＊
皆さんこんにちは。
一週間のご無沙汰でござ
います。
ロータリーは出席する事
に意義があると思いますが、
本日は、
100％の出席率を目
指すお話を聞いて下さい。
日本の例会場には、ほぼ会員数に見合ったテーブルと
椅子が用意されていますが、アメリカの大都会はでは必
ずしもそうではありません。私は良くマンハッタンにあ
るニューヨーク・クラブにメークアップに行きますが、
会員数 200 名のこのクラブの例会場には幾ら数え直して
も 100 脚ほどしか椅子が用意されていません。ゲストは
通常 10 名程度で、殆どは外国のロータリアンで、近郊か
らメークアップするロータリアンの姿を見る事は稀です。
マンハッタンにはもう一つ、アッパー・マンハッタン
クラブありますが、このクラブは黒人中心のクラブで、
白人が行くことはほとんどありません。ニューヨーク近
郊には小さなクラブが数多くありますが、これらのクラ
ブにメークアップする、近隣クラブのロータリアンの数
はごく僅かです。この傾向は、シアトル、ロスアンゼル

スといった大都会でも全く同様です。すなわちアメリカ
の大都会のクラブでは、例会に出席する会員は半数くら
いしかなく、例会を欠席してもほとんどメークアップを
する人はいないのです。ロータリーの出席規定を厳格に
適用したら、半分くらいの人は退会を余儀なくされるの
が現在のアメリカの状況です。会員数が半減していない
ことは、出席規定が完全に空文化していることを意味し
ているのです。従ってクラブや個人が連続出席 100％を
目指して努力する日本の姿は、彼らの目にはクレージー
としか写らないのでしょう。
今日は、アメリカの大都会の話をさせて頂きました。
今日もロータリーを楽しんで下さい。
■幹事報告
幹事 山口順一君
＜文書案内＞
＊海江田 卓パストガバナー
（2002-03 年度）が 4 月 19 日
ご逝去されました。
＊新会員のための地区研修会
日時 平成 25 年 6 月 9 日
11：00～15：00
場所 メインホテル 5 階ホール
登録料 2,000 円
＊第 3 回ローターアクト地区連絡協議会資料送付

◇会員卓話

岡島達雄君

GSEVTT
5 年前にジョージア州アトランタに GSE(Group Study
Exchange グループ研究交換)のチームリーダーとして派
遣された時の経験と現在のクラブ国際奉仕委員会の委員
として知りえたことのいくつかを話させていただきます。
3 月号のガバナー月信に、VTT（Vocational Training
Team 職業研修チーム）メンバーの募集予定記事が出てい
ます。
月信によると 2,013－2014 年度 VTT は、
ドイツ 1950
地区との間で、分野は、有機農業を通して「世界の子供
たちに安全な食材を」です。別途案内があるかと思いま
すが、ご自身あるいはお知り合いに関係者がおられると
きは、ぜひご参加、ご協力ください。
VTT の前身は、今年 6 月にプログラムが終了する GSE
です。
どちらもロータリー財団の職業奉仕プログラムで、
ロータリアンのチームリーダーと数人の職業経験のある
非ロータリアンがチームを組んで職業を研修するもので
す。そのおおよその違いを以下に示しましたが、正確に
はプロジェクトの実施がどの補助金によるかによって変
わるようです。
メンバー
年齢
期間
分野 交換
GSE 4～6 人
25～40 歳 4～6 週間
必要
VTT 3 人以上
指定
VTT はGSE と違い、
チームの交換は必ずしも必要でなく、
派遣するだけでもよい。また、GSE の職業研究の分野は
メンバーで自由ですが、VTT は、疾病予防と治療などの
指定された重点分野から選ばなければなりません。
ところでロータリーの職業は、元の英語では Vocation
となっていることが多く、日本語での職業の意味に最も
近いという Occupation、利潤を得るための Business、報
酬を得るための Profession と区別しているように思わ
れます。
職業奉仕も Vocational Service です。
Vocation
は辞書によると、 聖職とか天職となっていて、神に奉仕
する職業、
天から与えられる職業というのが元の意味で、
道徳的水準を高め、奉仕の理想を実現する職業という
意味が色濃く出ているように思います。
GSE の思い出 3 つ
①ホームステイ
数名のロータリアン宅でそれぞれ数日を過ごしました。
その一軒、玄関から寝室まで東洋の書画、什器をしつ
らえています。ロビーにはコンサート用ピアノ。近く
のトマストンにあるヤマハの工場で製造されたもので

した。米国製のスタインウエイ社のピアノもあるのに
と嬉しく思いました。彼は、米系の日本の銀行でファ
ンドの企画や管理をして来られたようですが、大学・
大学院時代に東洋の歴史地理学を修めた方、日本文化
に詳しいはずです。その日の朝食は焼き魚。本人みず
からがアラスカで釣ったという鮭、象印の電気釜で炊
いた魚沼産コシヒカリなどの日本食をおいしくいただ
きました。彼やその夫人が言うには、親の恩を直接親
に返すことは難しい。
その恩は次の世代に返すものだ。
②リハビリテーションのためのルーズベルト福祉施設
第 32 代大統領フランクリンルーズベルトが 1927 年に
設立したもの。先天的、事故・疾病などで身体機能に
障害のある 身障者の自立のための大規模温泉福祉施
設。機能維持、回復、職業訓練、スポーツ振興などの
ための多くの専門家がいる。この頃の大統領のほとん
どはロータリアン。
③ＣＤＣ
エイズ、風疹、鳥インフルエンザなどの疾病に対する
関心が深まっています。我が国も今月新型インフルエ
ンザ特措法が施行され、日本版 NIH(米国立衛生研究
所)を創る必要があるともいわれています。米国には
CDC（疾病予防管理センター）という強力な組織が首都
圏外にありこれを見学させていただく機会に恵まれま
した。このビジターセンターにもポリオ撲滅の歴史と
国際ロータリーの貢献に関するコーナーがありました。
最近の卓話の最後で、
平山先生は
「かきくけこ健康法」
を紹介されました。私も最近知った「一分間の開眼片足
立ち健康法」を紹介させていただきます。両足で一日 3
回、合計 6 分間立つだけで、54 分間の歩行に相当する」
という日本医師会のキャンペーンです。昭和大学教授の
阪本先生の研究成果だそうです。
これに加えて私は、他のロータリークラブで聞いた
「片足立ちで朝夕 2 回の歯磨き」
健康法をお伝えします。
■出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員 向山健一君
50 名
39 名
78.00％
78.72％

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 橋口清和君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

永田英徳君 誕生祝いのお返し
岡島達雄君 本日卓話をやらせ
て頂きます。
藤本範行君 6 月のポルトガル
リスボンでのロータリー世界
大会に出席する事にしました。家内がロータリー活動
を理解してくれて、全額負担してくれることになりま
した。嬉しい事です。感謝。

