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東金ＲＣ・東金ﾋﾞｭｰＲＣ・成田空港南ＲＣ合同ガバナー

公式訪問 

２００９年１１月１７日（火） 

エストーレホテル シャルローゼフロアー 
司会 成田空港南ＲＣ 古西 弘和幹事 

12：45 点鐘 

東金ＲＣ 

豊福豊次会長 

12：46 「君が代」斉唱 

12：49 ロータリーソング 

「奉仕の理想」斉唱 

12：52 四つのテスト唱和 

東金ＲＣ 野口 隆利幹事 

12：55 来賓紹介 東金ビューＲＣ 斎藤 寿夫幹事 

12：58 歓迎の言葉 空港南ＲＣ 鈴木 恭一会長 

13：00 四之宮由己ガバナー補佐挨拶     

13：10  基調講演（卓話） 中村 博亘ガバナー 

13：35  質疑応答 

13：45  点鐘  東金ビューＲＣ 高橋 敬彦会長 

 
公式訪問にあたって 

第 6分区ガバナー補佐 

四 之 宮 由 己 
３クラブの皆様こんに

ちは。本日は中村ガバナーの公式訪問にあたり、大

勢の皆さんのご出席を頂き誠に有難う御座います。

公式訪問の準備にあたりました方々には大変ご苦

労様でございました。私はこの公式訪問を楽しみに

しておりました。それは皆様方と出逢えるからであ

ります。ロータリーの良さ、楽しさは「人との出逢

い」にあると信じているからであります。 

午前中は3クラブの会長幹事さんと次期会長・幹

事さんとの懇談会が御座いました。3クラブ共それ

ぞれの特色を生かした活動計画を聞かせて頂き感

心しました。ガバナーからは厳しい質問も御座いま

したが、良い方向に変えて頂きたい為の御指摘であ

りまして、そばで聞いていて気持ち良かった所が多

くありました。 

今日の公式訪問は、東金ＲＣの 50 周年記念式典

が 9月 15 日に開催されましたので今日に日延べに

なったと思います。 

中村ガバナーはお話しておりませんでしたが、現

在RI会長 ジョン・ケニー氏が来日して居りまして

今日から4日間東京のお台場で『ロータリー研究

会』が開催されて居ります。ガバナーは勿論です

が、私も 19 日から 2 日間出席することになって

います。 

私は中村ガバナーに、「本日の公式訪問と重なり

ましたので、どうしますか」とお聞きしましたと

ころ、中村ガバナーは、「公式訪問を優先します」

と即答されました。その様に地区を大切にする中村

ガバナーでありますので、ガバナー補佐一同からの
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信頼も厚く、ガバナー補佐会議もその様な雰囲気の

中でいつも行われて居ります。中村ガバナーの任期

が無事終わります様、今後共皆様方の御協力を宜し

くお願い致します。 

 私のガバナー補佐としての第一の仕事と致しま

しては、来年 2月 17 日に予定して居りますＩＭで

あります。今、その準備に入って居りますが、従来

の発表方式ではなく、講演会にする事に変更させて

頂きました。IMのリーダーは茂原ロータリークラブ 

杉木パストガバナーにお願いし、どのようなテーマ

にしたらよいか私と二人で相談した結果、「偉人に

学ぶ道徳と経済」というテーマに決定させて頂きま

す。講演は「二宮金次郎の思想」と題しまして、小

田原にある報徳博物館の理事長、草山 昭さんにお

願いして有ります。講演時間は 1時間 30 分を予定

しておりますので、どうぞ楽しみにしていて下さい。

皆様方大勢のご参加をお待ちして居ります。 

☆卓 話    中村 博亘ガバナー 
 2009-10 年度
ガバナーに就任

いたしました柏

西ＲＣの中村で

ございます。よろ

しくお願い致し

ます。 
 今、世界は未曾

有の金融危機に

みまわれ、従来の

慣習に捉われな

い新しい発想を求められる変革の時代に入りまし

た。我々のロータリーも新しい世紀を迎え、変革を

求められております。 
 ロータリーの創設者、ポール･ハリスは「この世

界は常に変遷する。我々は変遷する世界とともに変

遷する用意がなければならない。ロータリーの物語

は、幾度も幾度も書き変えられなければならないで

あろう」と述べておられます。 
 1920年代後半に確立し、約 80年続いてまいりま
した四大奉仕委員会（クラブ奉仕、職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕）も、2004年のRI理事会で承認を
受けたクラブ・リーダーシップ・プラン(CLP)の導
入により、四大奉仕部門という位置づけに変わり、

新しく五常任委員会が新設されました。しかし、こ

れは四大奉仕が無くなったわけではありません。 
四大奉仕の精神は、ロータリーの綱領の中に記載 

 
 

されている通りですし、また、この奉仕の理念を新

しい五常任委員会に生かしていかなければなりま

せん。ＣＬＰはロータリーの長期計画を達成させる

ために必要な｢効果的なクラブ｣を作るための Best 
Practice（最善の実践方法）であり推奨すべきクラ
ブの管理運営機構です。世界の仲間と同じプログラ

ムで、共に奉仕の理想に邁進すべきだと考え、全て

のクラブに導入をお願いしたしだいです。 
 ロータリーは本来ロータリアン一人一人の奉仕

の理念に支えられているものです。あなた方自身が

主役です。ロータリーの歴史は我々一人一人が創っ

ていかなくてはなりません。私は皆様と共に、新し

いロータリーの歴史の一ページを創り出すために

努力する所存です。 

☆合同クラブ協議会 14：00～ 
司会進行 成田空港南ＲＣ 古西 弘和幹事 

開会の言葉（協議会） 東金ＲＣ 豊福 豊次会長 

活動報告（各担当委員長） 

１．会員増強・退会防止委員会 山本委員長 

２．クラブ広報委員会     古川委員 

３．クラブ管理運営委員会   小林清益委員長 

４．奉仕プロイジェクト委員会 成川委員長 

５．ロータリー財団委員会   鈴木委員長 

ガバナー講 評       中村 博亘ガバナー 

ガバナー補佐講評 四之宮 由己ガバナー補佐 

閉会の言葉  東金ビューＲＣ 高橋 敬彦会長

◆出席率 
 会 員 出席者 出席率 

３４名 ２６名 ７６．４７％ 

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。 
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく 
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp 


