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ています。また、世界中で 1 年に 6000 万人が亡くなり、1
億 3000 万人が産まれてきます。 このように年々世界人口が
増加しているのが現状です。これを踏まえて、『基本的教育
と識字率向上』についてみてみますと、
• 全世界で 5700 万人の子供が学校に通っていません

● 本日のゲスト

• 16 歳以上の人口のうち、7 億 8100 万人（そのうち 60% が

直前地区代表幹事

中井

茂平

女性）は読み書きが出来ません

様

（上野東ロータリークラブ）
● 本日のビジター

かわらず）1 日 1 ドル 25 セント以下で生活を送っています
これらの解決策については、教育の機会を与える（貧困をな

高山西ロータリークラブ
蒲

• 世界で 14 億人が（その半数近くが職を持っているにもか

優祐

くす対策をとる、等）全世界の子供が初等教育を受けられる

様

ようにするには、あと 170 万人の教師が必要とされています。
また教師向けの研修や教室等備品を提供する等があげられま

● 会長の時間
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皆さんこんにちは、本日は前年度第 2630
地区代表幹事を勤められました、上野東Ｒ
Ｃの中井茂平様に卓話をお願いしておりま
す。代表幹事の視点より地区グローバル補
助金を含め、全体的なＲＣの動き等につい
てお話をして頂きます。剱田パストガバナーの推薦される方
でありますので、楽しみにしております。後ほど宜しくお願
いいたします。
さて、前回国際奉仕委員会の例会の時には、国際奉仕の歴
史、または目的等について触りだけお話しました。今日は当
クラブがこの先検討を重ねていかなければならない、ミャン
マーでのグローバル補助金事業についてお話したいと思いま
す。
グローバル補助金を受ける時大切なことは、6 つの重点分
野のうち少なくとも 1 つに該当しなければなりません。その
検討のバックボーンとなる視点を ｢水と衛生｣「基本的教育
と識字率向上」の 2 つの分野に絞りお話をいたします。これ
は第 2570 地区の引用ですがお聞きください。
今世界の人口は 2018 年 4 月現在、約 74 億 6306 万 9200 人
です。1 分に 137 人、1 日で 20 万人、1 年で 7000 万人増え

す。では『水と衛生』についてはどうでしょうか。
• きれいな飲み水が利用できない人は、7 億 4800 万人います
• 衛生的なトイレや水設備が利用できない人が、25 億人います
• 衛生設備や安全な水の欠如が原因となり、毎日 1400 人の
子供が命を落としています
• 不適切な衛生設備が原因で、毎年 5 歳未満

の子供 630 万

人が亡くなっています
これらの解決策については、教育を通じて正しい衛生習慣
を推進する 。例えば せっけんで手を洗うことで下痢を最高
35% 減らすことが出来る。安全な飲み水を得るための手段
（浄水フィルター、太陽熱消毒）を提供するなど、水と衛生
を改善して、子供の栄養促進を図る等が挙げられます。以上
様々に 2 つの重点分野をとってみても、支援の糸口は見えて
います。
当クラブが係るであろう、ミャンマーにはもう既にいくつ
かのロータリークラブが活動を行っています。我々がどのよ
うに係れるのかはこれからの課題ではあります。果たして学
校建設なのか、教員の派遣であるのか、はたまた水や衛生の
改善なのか、様々なケースを検討していくこととなりますが、
どうかバックボーには世界規模で先ほど述べたことが起こっ
ていることを認識して頂きたいのです。
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我々ロータリーが活動していく上で重要なのは、「グロー
バルな視点で物事を捉え、ローカルに活動する」これがロー
タリアンとしての奉仕活動の規範となることを願っておりま
す。以上会長の時間といたします。
● 幹事報告

◀飛騨高山国際協会より▶
・シビウ国際演劇祭ボランティアスタッフ募集にご案内

◀会報▶
・高山ＲＣ

幹

事

国際ロータリー第２６３０地区ガバナー

岩本

正樹

事務所より

・下呂ＲＣ

● 国際奉仕委員会

委員長

伊藤

正隆

・ガバナーノミニー決定宣言
2020-2021 年度ガバナーノミニー
剱田

廣喜

君（高山中央ＲＣ）

2021-2022 年度ガバナーノミニー
浦田

幸一

君（伊勢中央ＲＣ）

・訃報
竹腰兼壽パストガバナー

２月１１日ご逝去

卓

享年 84 歳

話

・第 31 回全国ロータリーアクト研究会＆
ＲＩ 2700 地区ロータリーアクト地区大会のご案内
日時：4 月 28 日～ 29 日

直前地区代表幹事
中井

会場：福岡国際会議所

茂平

様 （上野東ＲＣ）

・1 月地区内会員増強報告書
・米山奨学期間終了証授与式のご案内
日時：3 月 17 日（日）13：00 ～ 16：00
会場：名鉄ニューグランドホテル

ロ－タリ－、勉強させていただいた事と残念な事

7階

■ロータリー日本財団より

・確定申告用寄付金領収証の送付
■ロータリー米山記念奨学会より

・確定申告用寄付金領収証の送付
・ハイライトよねやま

227

■本巣ロータリーアクトクラブより

・第 41 回地区年次大会

２０１９．２．１８
於:高山中央ロ－タリ－クラブ

仮登録のご案内

国際ロ－タリ－２６３０地区
直前代表幹事 中井茂平 (地区戦略計画委員:上野東ロ－タリ－クラブ)

日時：5 月 25 日（土）
会場：大垣フォーラムホテル

１．勉強させていただいた事

登録料：6,000 円

［地区代表幹事 二年間の経験での３つのポイント］
（１）クラブだけでなく地区の運営組織や仕組みが理解できた事。
⇒創立３７年のクラブとしてガバナ－を輩出しなければ、永遠
にわからなかったこと
（２）クラブを越えて他クラブの方々との人的交流が、上野東RC
とのクラブ間、個人間でも広がり、深まりがあった事。
（３）クラブ間の交流を越えて、海外地区との交流や海外での
親善会議等への出席、国際大会などへの参加により、海外
のクラブやお国柄を知るとても良い機会となった事。
⇒米国アトランタ、韓国(2回)、台湾、カナダトロント

■高山ロータリークラブより

・例会休会のお知らせ
3 月 21 日（木）休会

法定休日

■高山西ロータリークラブより

・例会変更のお知らせ
2 月 15 日（金）休会

定款により

3 月 8 日（金）職場訪問例会
3 月 15 日（金）ジビエ例会
3 月 22 日（金）休会

打江精機
道の駅ななもり清見

定款により

２．残念なこと・・・・・・・服部先生を偲んで

■ロータリーの友事務所より

・ロータリー手帳お買い上げのお願い

1冊

648 円

◀高山市教育委員会より▶
・平成 31 年度「出前講座」についての会議のご案内
日時：3 月 4 日（月）15：00 ～ 16：00
会場：高山市役所

4階

◀高山市青少年育成市民会議より▶
・活動に対する助成金のお願い

田山年度 地区代表幹事として2017-2018の間のふた
つの残念なこと

（１）任期中にガバナ－ノミニ－が決定できなかったこと
⇒当年度にて対応、先日無事に決定。
（２）任期終了間際の平成30年6月29日に服部芳樹パスト
ガバナ－がお亡くなりになったこと
⇒お参りもできずにいて少し淋しい中途半端な思い。
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３．６ 服部先生を偲んで

３．１ 服部先生を偲んで
（１） 私は、三重の人間なので、過去地区協議会でしか先生のお話しを
聴く機会がなかった。個人的には、深いお付合いがないのも残念。
（２） 地区代表幹事となりＡＧ・ＣＣ会議や地区の諮問委員会などの
会議の場で服部先生のご発言を伺う機会を得た。
⇒「ロ－タリ－章典」や「手続き要覧」に対する造詣の深さと
語学力に驚かされた。
（３） 地区代表幹事として、服部先生にＡＧ・ＣＣセミナ－のテキストの
見直し作成をお願いし、テキストを個人的にも年度中に再々活
用させていただいた。。
⇒このテキストが地区組織を運営する要領書となっている。

３．２ 服部先生を偲んで

剱田ガバナ－年度
諮問委員会

［「ガバナ－補佐・地区委員会委員長研修セミナ－テキスト」］
服部先生は、世界のロ－タリ－の共通事項について、新たにロ－タリアンと
なった方や地区に関係する役員、役割の方々に理解しやすいように色々な
工夫をされている。
（１）ロ－タリ－の基本的なことの掲載
ア．略号表の作成 地区ガバナ－⇒ＤＧ、元ガバナ－⇒ＰＧ、ガバナ－エレ
クト⇒ＧＥ、ガバナ－ノミニ－⇒ＧＮ、ガバナ－補佐⇒ＡＧ、委員長⇒ＣＣ
イ．ロ－タリ－独自の用語の説明 ⇒ 「奉仕の理想」の定義、解説
ウ．心の原点の解説 ⇒ 「超我」の奉仕＝最も良く奉仕するものは・・・・・・
エ．姿の原点の解説 ⇒ 「信頼と寛容」→「奉仕の理想」→「親睦」の集い
→「例会」へ
日本では、「職業奉仕の理念」→「学びの道場」、単なる慈善団体とは違う。

３．７ 服部先生を偲んで

田山ガバナ－年度
木村エレクトAG・CC会議

３．３ 服部先生を偲んで
［先生著作のふたつの書籍］
（１） 「Ｉ Ｓｅｒｖｅ」 （２０１４．５．１０）発刊
職業奉仕を根幹にしたクラブの会員への、ロ－タリ－全体の
わかりやすい解説の総集編書籍。
（２） 「ガバナ－補佐・地区委員会委員長研修セミナ－テキスト」
（ガバナ－事務所年次更新 ２０１８改訂版にて遺稿となる。）
地区の組織、運営にあたって、組織、体制、役割、手続き、
手順を解説。

⇒代表幹事として勉強させていただいたこの二冊の話をさせて
いただきます。

３．４ 服部先生を偲んで
［服部先生著作の
遺稿］

３．５ 服部先生を偲んで
［Ｉ Ｓｅｒｖｅ］
「職業奉仕を地面としてロ－タリ－の木が成長し、木の幹や葉の栄養素
はクラブ奉仕が、葉は国際奉仕や社会奉仕、青少年奉仕としての役割を
負い、寄付は花となり実を結実させる。」という考え方。
（１） 「奉仕」（Ｉｄｅａｌ ｏｆ Ｓervice）の２つのＤＮＡ：
ア．Ｐａｕｌ Ｈａｒｒｉｓが種を蒔いた寛容の心を基盤とする「親睦」
イ．Ａ．Ｆ．Ｓｈｅｌｄｏｎによってとなえられた「奉仕」の理念
（２） 定義
「ロ－タリ－」は、目的（綱領）を実践する組織
「ロ－タリアン」とは、理想とする奉仕の理念を実践する人
⇒超我の奉仕＝最も良く奉仕する者 最も多く報いられる
（３） 五大奉仕
クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕
⇒理念は「魂」、委員会名は「すがた」、活動は「行動」
シカゴRI本部 ポ－ルハリス像

（２）ロ－タリ－の組織
ア．国際ロ－タリ－の組織 ⇒ ＲＩとゾ－ンと地区と
グル－プ（分区）の説明
イ．ＲＩ本部組織の説明 ⇒ 本部、理事会、役員
ウ．地区の位置づけ ⇒ ＲＩ細則に基づくＲＩの決定による
地理的な境界内のクラブの集まり
エ．地区内の運営会議体の役割の説明⇒地区指名委員会
地区運営会議、諮問委員会、地区危機管理委員会等
オ．地区委員会の構成⇒常任委員会、特別委員会、専門委
員会の定義、説明
カ．地区役職者の範囲指定と序列、席次の設定

３．８ 服部先生を偲んで
キ．ＤＧ、ＶＤＧ、地区幹事、ＡＧ、ＣＣについて⇒立場、役割の説明
（３）地区が主催する主な会合によるついて
⇒地区内の諸会合の設定、開催手順、招集者名義や実務担当の
説明
・ＡＧ・ＣＣ研修セミナ－、ＰＥＴＳ、地区協議会、地区大会等の開催
手順、招集者名義、出席要請者を設定
［第２部］では
⇒ＡＧ・ＣＣの活動マニュアル
・ガバナ－補佐の資格取得研修と出席義務のある地区内会議やグル
－プでの活動を解りやすく説明。
・ガバナ－公式訪問例会の企画、運営とＩＭの企画、運営、開催手順
招集者名義、出席要請者の設定。

３．９ 服部先生を偲んで
⇒ＡＧ・ＣＣの活動マニュアル
・ＣＣの資格取得研修と出席義務のある地区内会議や地区での委員会
招集手順や活動を解りやすく説明。
・地区専門委員会の企画、運営と開催手順、招集者名義、出席要請者、
委員会会合実施報告書の流れの説明。
※過去委員長任期の記載があったが２０１８年版のセミナ－テキスト
からは、除かれている。これらの地区運用ル－ルを誰が変更
提案し何処で検討するかの課題が残された。
※ 事務方としては、服部先生がなされたことは大変重要な事で、ご指
導に感謝申し上げるとともにご冥福をお祈り申し上げます。
合掌

国際大会に参加しよう！ (2017年,2018年国際大会)
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卓話ありがとう
ございました

シカゴＲＩ本部 理事会議室議長席

ご清聴ありがとうございます。

２月のお祝い
＜会員誕生日＞

＜夫人誕生日＞

なし

渡辺

甚一

美子

２月

８日

堀口

裕之

Ｈ

４年

２月

中田

一男

さち子

２月

９日

谷口

欣也

Ｈ

１年

２月１８日

伊藤

正隆

順子

２月１８日

伊藤

正隆

Ｓ５６年

２月２５日

孝子

２月２４日

坂之上

健一

＜結婚記念日＞
８日

◀ニコニコＢＯＸ▶
昨夜は交流を深めさせていただきありがとうございま

2/4 節分例会、職場の行事と重なり出席できず失礼しま

す。本日は拙い卓話ですが皆様よろしくお願い致します。

した。福豆と御守りありがとうございました。

上野東ＲＣ

中井

茂平

様

大原

誠

中井茂平様、本日は遠方までお越しいただき誠にありが

先日は、妻の誕生日にお花のプレゼントありがとうござ

とうございます。卓話をよろしくお願い致します。高山

いました。部屋に素敵な雰囲気をありがとうございまし

西ＲＣの蒲様のご来訪を歓迎致します。

た。

中田

一男

理事役員一同
父の通夜葬儀に際しましては、お忙しい中ご会葬頂きま
本日は卓話を直前代表幹事

中井茂平様にお願いした

所、お引き受け頂き誠にありがとうございました。卓話

してありがとうございました。励ましの言葉、過分なる
ご厚志を賜り厚くお礼申し上げます。

を楽しみにしています。
伊藤

正隆

剱田

廣喜

岡﨑
清水

幸平

平林

壮男

英一

大保木正博

先日は、祖母の通夜葬儀にお参り頂きましてありがとう
ございました。生前は皆様にご迷惑をお掛けしたものと

上野東ＲＣ

中井茂平様、高山西ＲＣ蒲君、ようこそお

思います。合わせて感謝申し上げます。

越し下さいました。

二木
三枝

祥一

下田

徳彦

中井様、蒲様のご来訪を歓迎致します。

本日早退させて頂きます。

節分例会では、該当者が少なく誰も協力して頂けなかっ
たので一人楽しくピアノデュオが出来ました。朝日町か
ら 3 名来て頂きどうなるものかと思いましたが・・感謝
を込めてニコニコへ。
高木

純

西倉

公太郎
良介

