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創立 1986年

第1605回例会
令和元年10月31日（18：30～19：30）

○ソング
　◦四つのテスト
○スマイルBOX
　◦中目公英会長（国際ロータリー第2530地区の地区大会に参加いただいた会員には、大変ご苦労様でした。そ

して、鈴木孝幸さん、堀田一彦さん、報告の発表をありがとうございました。）
　◦永野文雄会員（地区大会参加の皆様ご苦労様でした。私は昭和町の「敬老会」の為、欠席でした。鈴木孝幸

会員、堀田会員、発表ありがとうございました。）
　◦渡部則也会員（久しぶりの例会出席となってしまいました。結婚記念日のプレゼントありがとうございまし

た。）
　◦堀田一彦会員（先週のＪＣ・ＹＥＧ交流コンペで優勝する事が出来ました。ありがとうございました。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４４名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ５８名

C  Ⓐの出席者数 ２３名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ３名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ８名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３４名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５２
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６５．３８％

第1605回例会出席状況� （R元年10月31日)

国際ロータリー第2530地区　地区大会

10月27日㈰　パルセいいざか
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本日のプログラム
■会長の時間 中目公英会長
　皆さん、こんばんは。今日は10月31日、月末の何かとお
忙しい中、皆様方には例会のほうにご出席をいただきまし
て本当にありがとうございます。今日は福島県議会議員の
選挙の告示日でございました。我がクラブのほうに、出陣
式に出席してくださいというご案内を満山喜一県議と渡辺
義信県議のほうからクラブのほうに頂戴しましたので、三
村さんからはなかったので行ってきませんが、その両陣営
の出陣式に取りあえずロータリークラブの会長として顔を
出してきました。2～3日前までは、今日一日の選挙で今
頃本当は当選が決まっているという話だったのが、急に選
挙になって10日間選挙戦が戦われることになった次第であ
りますが、その出陣式に来ていた応援弁士の皆さん方が皆
等しく、台風19号で被害が大変厳しく復旧の工事からこれ
から本格工事の査定があって、なんだかんだ大変忙しい時
に選挙やってる場合じゃないとかいうふうなお話がござい
ました。ただ、そうはいっても投票率が下がってしまい
ますと、民意が正しく反映されませんから、是非11月10日
の投票日には今日出陣式に来ている皆さん方はどうぞ周り
の方々に投票率が下がらないように投票行動してもらいた
いと、そういうふうなお話をなさる方が100パーセントで
ございましたので、今日出席しているロータリークラブの
皆さん方も是非棄権せずに、11月10日の投票日には投票
行動をしていただければ大変ありがたいと。そうすること
によって、台風19号の被害の復興等々のほうがスムーズに
進むというわけでございますので、よろしくお願いいたし
ます。また、先週末の10月25、26日は、国際ロータリー第
2530地区の地区大会が「パルセ飯坂」のほうで行われまし
た。我がクラブのほうからも多くの方々にご参加をいただ
きました。本日の例会はその地区大会の報告会となってお
ります。私がロータリークラブに入会した頃は、毎年必ず
地区大会の報告会というものが執り行われていましたが、
ここ何年間かこのようなことはなかったと記憶しておりま
す。この地区大会の例会での報告というのは、ロータリー
クラブにとっては一種のクラブ協議会と同じ意味付けがあ
りまして、国際ロータリー第2530地区においてどのような
動きがあるかを勉強してきて、それを残念ながら地区大会
に出席できない会員にその地区大会の模様を伝えて、ロー
タリー情報を分かち合うという大変貴重な機会であります
ので、今日発表していただく鈴木孝幸さん、ならびに堀田
一彦さんにはよろしくお願いしたいと思っております。今
日はお客様が誰もいませんので、ロータリーづくしと思い
まして、少し会長の時間をいただいてお話をさせていただ
ければと思いました。皆さん方のお手元に標準ロータリー
クラブ定款というぺらぺら紙を1枚お渡しをしているかと

思います。こちらの1枚をご覧ください。私の年度でこの
標準ロータリークラブ定款を最新バージョンにバージョン
アップしようということで、目下宮本委員長さんのほうに
お骨折りをいただいていろいろと作業に入っております
が、今日はその前段階としてロータリークラブの景観が大
きく変わったことの一つを取り上げたいと思いまして、皆
さん方に資料をお渡ししました。まずその第3条、クラブ
の目的。今までロータリークラブ標準クラブ定款にはクラ
ブの目的というこの1条はありませんでした。2016年の規
定審議委員会の改定の時にロータリークラブの目的という
のが1条加わったところであります。その次の１条抜かし
てありますが、第5条のほうには昔からの目的ということ
があります。ロータリーの目的というと、通常はこの5条
のほうの目的をいいます。読んでみます。ロータリーの目
的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこれ
を育むことにある。具体的には次の各項目を奨励すること
にある。第1、第2、第3、第4、このロータリー活動のロー
タリーの根本的な活動の目的がこれであるというふうに言
われております。ただ今は、ロータリーの目的となってま
すが、これは2013年の規定審議会の時にロータリーの綱領
と呼ばれていたものを、今度はロータリー目的という形に
その当時で2013年の段階でバージョンアップしたもので
す。現在、このロータリーの目的というものが大変大きな
ものとして取り上げられているというわけであります。そ
のロータリーの5条の目的のために、3条のほうにクラブの
目的というのが掲げられているわけであります。読んでみ
ますと、本クラブの目的は次のとおりであると。ロータ
リーの目的の達成を目指すこと。今、5条で読んだところ
のロータリーの目的を達成することが我がクラブの目標な
んだと。その次、B。五大奉仕部門に基づいて成果溢れる
奉仕プロジェクトを実施すること。これがクラブの目的な
んだと。C、会員増強を通じてロータリーの発展に寄与す
ること。これがクラブの目的なんだと。D、ロータリー財
団を支援すること、これが目的なんだと。ここまでは今ま
でどおりのことをわざわざあらためて言っているようです
が、新しい項目としてこのE、クラブレベルを超えたリー
ダーを育成すること。これは2016年までは一切出てなかっ
た項目であります。今までクラブの中でロータリーの経験
年数を積んで、クラブの会長をするとあがりとなって、そ
れ以降ガバナー補佐であるとか、地区のガバナーであると
か、地声が大きいので聞こえると思ってました。そういう
ふうなことを目指すのは特別な人だというふうに思ってい
たパスト会長がほとんどだと思います。このE項目はまさ
にパスト会長のために1項目加えられたとパスト会長の皆
さん方思ってください。クラブレベルを超えたリーダーを
作る。つまり、パスト会長の皆さん方は西ロータリークラ
ブを超えて2530地区、さらには国際ロータリーまで飛ん
でってもらいたい。それがクラブの目的になっているとい
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うふうなことであります。そのために、クラブ研修リー
ダーというのを作るというふうな形になって、ロータリー
情報委員会というのが新入会員に対してロータリー情報を
提供するためにロータリー情報委員会。特に入会3年目の
人を中心としたロータリー情報委員会というのが、パスト
会長の必ずやるコール委員会だったわけですけれども、今
度はそれが終わったらば、我がクラブを羽ばたいて国際
ロータリーの理事、並びに国際ロータリーの会長を目指す
ようにと。これがまさにクラブの目的になっていると、こ
ういうふうな新しい項目が加えられるということを認識を
新たにしてもらえればと思います。原文で言いますと、私
の注釈にありますが3条のクラブの目的というものは英語
ではpurpose（パーパス）です。purposeというのは行動
や行為を行う理由や動機に使うという意味の目的です。5
条のロータリーの目的を達成するためにpurposeというク
ラブの目的があるんだというわけですね。5条の目的とい
うのは、英語の単語で言うとobject（オブジェクト）です。
objectは行動や行為が目指すその目標やゴールに使うとこ
ろの目的だというふうな、言語によっても使い分けられて
いる。日本語では同じ目的ですけれども、英語の原文にあ
たるとその目的の意味するところが多少違うんだというふ
うなことも改めて認識をしてもらえればというふうに思い
ます。簡単ではございますが、クラブの目的という新しい
定款に内容があるということをお話をさせていただきまし
て、今日の会長の時間に代えさせていただきます。今日も
例会、よろしくお願いいたします。

■幹事報告 兼子聡幹事
◦国際ロータリー第2530地区：第３回会長・幹事会開催の

ご案内
◦国際ロータリー第2530地区：「石黒秀司ガバナーエレク

ト国際協議会壮行会」のご案内
◦国際ロータリー第2530地区：台風19号による被害調査並

びに奉仕活動基金・被災された会員への義援金協力に
ついて

◦福島県クリーンふくしま運動推進協議会：令和元年度協
賛金納入について／令和元度視察研修会について／令
和元年度福島県クリーンふくしま運動推進協議会県南
地域協議会定期総会について

■本日のプログラム
地区大会の報告
◦鈴木孝幸会員 

　皆さん、こんばんは。10月27日、日曜
日、芳賀裕ガバナーのもと、「つなごう
奉仕の心を」ということで、福島市の
「パルセ飯坂」で2530地区の地区大会に
西ロータリークラブで参加して参りまし

た。簡単ではございますが、私のほうからご報告したいと
思います。まず、参加者は、中目会長、兼子幹事、渡部
会員、山口会員、吉田充会員、小林仁一会員、阿部克弘会
員、村上会員、三瓶会員、堀田会員、運天会員、鶴丸会員、
私の13名で参加いたしました。会長、幹事は26日から泊ま
りで参加しておりまして、残りの11名が27日の朝から参加
ということでした。これはその当日のプログラムの表紙を
コピーしたものです。今、映っているのがプログラムの第
一日目、皆様のお手元にお配りしておきましたのでご覧く
ださい。このプログラムによりますと、会長、幹事は1日
目、10時50分からの幹事会から出席したと思います。それ
から、16時20分閉会とＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に出
られたんですね。ほぼ終日の参加ということで、大変だっ
たと思います。1日目の内容につきましては、また機会が
あったときに会長のほうから報告していただきたいと思っ
ております。これはいただいた写真ですけども、1日目の
会長幹事会の様子です。皆さんの背中から緊張が伝わって
くるような感じに見られます。この写真は先程の2日目の
写真でございます。ちょっと見にくいんですが、8時半か
ら登録が始まりまして、オープニングアクトという東邦銀
行の吹奏楽部さんが演奏したんですが、実は我々それは聴
けませんでした。というのは、二本松インターチェンジか
ら福島西インターチェンジまで事故で通行止めということ
で、我々車で向かっていたんですが渋滞に巻き込まれまし
た。本宮インターから手前で降りて向かったんですけれど
も、これは山口さんのほうから送られてきた、こんな感じ
だよというような写真です。二本松インターの出口５００
メーターもう全然渋滞が解消されずにこの有様でございま
す。この写真は我々バス組のほうが撮った写真ですけれど
も、やはりこの二本松の手前ですね。4号線でもこの有様
です。行きたくなくてじゃなくてだらだらしてたんじゃな
くてですね、こういうような状況で会場に着くのが遅れて
しまったという、ちょっと言い訳がましく写真を映して
おきます。バスの中で郡山から先も高速道路が混んでると
いうことで、もちろん会津もいわきも郡山もすごい渋滞に
巻き込まれているんだろうと思って来ました。中目会長に
連絡をしてみたら、会場に来てないのは西クラブだけだっ
たということで、ちょっと青くなって、ただ半分開き直り
つつ一生懸命向かって会場に行ったわけです。多分、会長
も心細い思いで待っていたんだと思います。会場はこんな
感じで超満員。こうやって遅れながら到着した時に、ちょ
うど白河ロータリーの鈴木邦典パストガバナーが、資格審
査委員会の委員長として登壇してた頃ですね。プログラム
からすると10時半くらいに近い時間だったのかなと思いま
す。次の写真です。この写真は多分選挙委員会の佐久間委
員長か決議委員会の酒井委員長の写真だと思います。次の
写真ですね。これはこのプログラムのとおりで行きますと
写真は各種表彰、感謝状贈呈の様子です。後ろにいるかわ
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いらしいピンクの二人は、福島ですからミスピーチさんが
協力してくれてます。こんな感じですね。感謝状の贈呈で
す。次の写真です。この人が米山親善大使の韓国の李英愛

さんですね。この方がスピーチと
いうことで、喋っていただきまし
た。実は私、恥ずかしながら米山
親善大使の役目というのがちょっ
とよくわからなくて調べてみまし
た。米山記念奨学事業の魅力を日

本全国や世界にＰＲすると。奨学事業の素晴らしさを世界
にＰＲすると。そして、言い方を変えれば米山さんがこん
な立派な私たちを作ってくれたということを世界中に広め
て、偉大な仲間つくりに貢献するみたいなことが奨学会の
ホームページに書かれていました。ちなみに、ロータリー
米山記念奨学会には現在、モンゴルのエンフボルドさん、
ちょっと写真はないんですが、エジプトのアブデルアール
さん、そしてこの写真の韓国の李英愛さんの3人が親善大
使として活躍されています。3人共もちろん米山の学友で、
学友が2万人いるというのは知らなかったんですけど、2万
人の米山奨学生の代表として今後も活動していく模様であ
ります。次の写真が桜井権司ＲＩ会長代表です。ＲＩの現
況報告をしていただきました。そしてその後、地区現況報
告として芳賀裕ガバナーから報告をいただき、芳賀裕ガバ
ナーからの報告の状況というのを写真撮らなかったので、

一応ＲＩ会長代理の報告内容が吉
田充さんが撮っていてくれたので、
その内容をご紹介したいと思いま
す。多分、時間も若干あるのでこ
の現況報告は多分地区大会でしか
見られないのかなと思いますので、

ちょっとこの資料を基に説明していきます。こんな感じで
すね。まず、ＲＩと地区クラブの関係ということでＲＩの
目的として、一つ目にロータリーの目的を推進する地区の
クラブを支援する。2つ目にロータリーが拡大していくた
めに支援を行って、またそれを管理する。3つ目にＲＩか
らクラブへの活動の調整と指導という説明がございまし
た。次は、戦略計画の背景ということで、これからの社会
のニーズに合わせた活力ある組織に変えたいということで、
4つの提案ですかね。一つ目はロータリーの理念、ビジョ
ン、活動を明確にして社会に適応出来るようにするとい
うこと。2つ目はロータリーが持つ人的支援、活動計画を
効果的に発揮すること。3つめは計画の優先項目を決めて
クラブの活動計画と連携すること。4つ目に以上の項目を
確実にするために3年ごとに見直していくということです。
会長が1年ごとに変わるのに、3年ごとにやっぱりしっかり
見直していかないといけないんですね。次は、新戦略計画
の概要ということで、以下の4つの行動計画を立案し実践
することで、一つ目は行動する人が手を結んで価値観を

同じにして世界と自分との間に持続可能な変化を生むとい
うことを述べています。ちょっと私にはこの内容はぴんと
来なかったんですが。2つ目は、ロータリーの組織と強化。
組織を強化してロータリー活動や事業に参加する関係者す
べてが有意義で価値ある経験をできるようにすることによ
りロータリーの威厳を守り地域社会を良くする。3つめは、
ロータリーのビジョン実現のために国際ロータリー全体の
活動計画であるということ。4つ目は、各クラブでもクラ
ブに合ったような活動、行動計画を立てること、というこ
とを言っておられました。次は既存の概要ということで、
これは前触れＧＬＰ、ＣＬＰの採用とありますけれども、
ＧＬＰとは地区リーダーシッププラン。ＣＬＰというのは
クラブリーダーシッププランの略でございまして、ちょっ
とこれはネットで調べると出てくるので見てみてください。
そして、2005年長期計画があって、内容的には7つの優先
項目などがあって、これも見ていただけると探せるので確
認していただいて、そして2012年戦略計画へと続いていく
ということになります。あとは行動計画、それを踏まえた
上で行動計画を表した一覧の表です。ロータリーの変わら
ぬ理念、未来を目指してビジョンを支えるための時代に合
わせた行動指針としまして、優先事項をこの４つをあげて
おりますので。一つ目はインパクト。2つ目は広げる。こ
れは後でちょっと読んでいただきたいと。3つめは積極的
な関わり。4つ目が協力、ということで、ロータリアンは
世界を変える行動人であると。世界で地域で自分の中で持
続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行
動する世界を目指すというふうに言っています。次は、変
わらぬロータリーの論理ということで、最上段には先程話
に出てきました2010年に策定した戦略計画というのがあり
まして、それは3つの大項目があって、クラブのサポート
強化。人道的奉仕と奉仕の重点化と増加。公共イメージの
認知度の向上というのがあって、その下に五大奉仕を頂
点としたピラミッドがある絵です。これが最後の結びとい
うことで読み上げますが、ロータリーには友情と奉仕で結
ばれた仲間がいます。クラブレベルで個人レベルでできる
ことが沢山あります。行動すればすべて自身に返ってきま
す。なんとなんと豊かな人生でしょうということが終わり
になっています。下の英文の訳なのか、ちょっとわかりに
くいところもありますが、こういった内容であるというこ
とを皆さんに報告していたのを報告いたします。次のプロ
グラムは、ロータリー学友によるミニコンサートというこ
とで、本当はパワーポイントで落としたりして、音楽が鳴
るようにとは考えたんですけど、ちょっとなかなかそうい
う時間がなくて吉田充さんがちょっと撮っていただいたこ
のピアノを流しながら話したいと思います。この写真の上
の方は富山律子さんといいまして、福島市在住の方で2009
－2010年のロータリー財団国際親善奨学生としてオースト
ラリア、ウィーンに留学した方です。この下の方ですね、
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梁取里さんといいま
して、この方も2013
年国際ロータリー財
団2530地区奨学生と
して、やはりウィー
ンへ留学しています。
非常になかなか聴く

ことができない腕前で、ピアノとこの方はメゾソプラノと
書いてありますが歌を歌って素晴らしい歌声でございまし
た。さらに今度は、平澤仁さんと長谷川広美さん。やは
り同じように奨学生で、平澤仁さんにつきましてはヴァイ
オリン奏者なんですが、東京フィルハーモニー交響楽団の
コンサートマスターをやっておられました。ということで、
非常に豪華な演奏会でありました。この音楽データ欲し

い方は充さんに言わ
れると送ってくれる
と思います。という
ことで、こちらのこ
の方がヴァイオリン
のひいてる風景です
ね。次、待ちに待っ

た昼食ですね。このような豪華なお弁当でおもてなしして
いただきました。兼子幹事は多忙なのか、非常にお腹が空
いてたのか、このお弁当をなんと2つも平らげていました。
そのあと青少年委員会、米山記念奨学会委員会による活動
報告がありまして、この写真は青少年交換留学生やＲＹ
ＬＡ参加経験者、ローターアクト、米山記念奨学生の紹介
の場面です。もうちょっとアップするとこんな感じですね。

一人一人が紹介されて、非常に元気ある声で上手な日
本語で挨拶していたのが印象的でございました。ちなみ
に、2019年の米山記念奨学生は24名おりまして、内訳は
ベトナムからは6名、タイからは1名、ミャンマーからは3
名、中国からは7名、ネパールは4名、ナイジェリアが1名、
スリランカが1名、韓国が1名ということであります。自
己紹介で一番最後に挨拶したのが韓国のパク君という奨
学生の方だったと思うんですけども、今の社会情勢から
なのかちょっと元気がなく感じました。こういう状況だ
からこそ、韓国の奨学生を沢山採用して国際親善に一躍
かっていくのもいいのかなと思いました。次の写真です
ね。これ記念講演の講師のソフトボールの宇津木妙子さ
んですね。非常に素晴らしいお話をしていただきました。
皆さんご存じだと思いますが、元日本代表の監督でござ

います。白河でいえば、元オリンピックの監督のオリン
ピック競技、自転車競技の監督の班目さんみたいな存在
ですね。宇津木さんの話があまりにも上手で、わたくし
もできるなら20年前に遡って、子供たちともう一度一緒
に情熱的にサッカーをしてみたいなと思った次第であり
ます。宇津木さんの今後の活躍を期待しています。宇津
木さんは沢山本を出してまして、興味のある方は是非取
り寄せて読んでみてください。こういった方ですね。非
常に明朗で感情のこもった話し方をして良い話でありま
した。実はこの後、一度会場を出まして全員で証拠写真
というか集合写真を撮りました。というのはその後、私
と山口さんと小林さんはちょっと所用で職業奉仕で先に
帰ったということでですね。したがって、この後の説明
は私いただいた写真で想定で説明いたします。プログラ
ムに乗っ取りですね。まず、この写真はガバナーエレク
ト、郡山ロータリークラブの石黒秀司さんの挨拶の様子
の写真です。顔はネットで調べたので間違いないと思い
ます。この次の写真ですね。これはガバナーノミニーの
志賀利彦さんですね。いわき小名浜ロータリークラブで、
職業分類は電気工事業の方です。この写真は芳賀裕ガバ
ナーが次年度の地区大会の開催地を発表するところの写
真だと思います、多分。こんな感じで発表して多分郡山
ロータリークラブということは言ったんだと思いますね。
次の写真が、そういった話をした後に大会の所感かなん
かをＲＩ会長にお話していただいて、記念品贈呈後のガ
バナーそれぞれの令夫人と一緒に記念撮影を撮ったとい
うところの写真だと思います。これは来賓の方々の様子
ですね。これは福島市に古関裕而音楽賞基金というのが
ありまして、その授与式のはじめの案内スクリーンです
ね。多分これが授与しているところですね。多分、ＲＩ
会長がせっかく来ていただいているので、授与にという
ことだと思います。これは会場で売っていました食べる
とポリオで死んでしまうよという、ジャッキーチェンの
毒入りリンゴですと、それは全然嘘なんですけど、こう
いった配慮がありました。私はちょっと実は買わないで
帰ってきてしまいました。これが先ほど言いました集合
写真であります。この時、ちょうど山口さんは職業奉仕
で来られなくて、この集合写真には写っていません。こ
んな感じですね。これで一連の内容が終わりまして、地
区大会が終わりまして、この後メンバーは白河に帰りま
して、打ち上げは定番の「ゆがふ」ということで行わ
れたようでございます。私は残念ながら出られませんで
したが、ちょっとメッセージに上がってた写真がこんな
写真ですね。この時点で三瓶君は何か梅サワーちっくな
ものを太いストローで飲んでいると。アルコールをスト
ローで飲むとすごい効くんですね。なんかずいぶん盛り
上がったのかなと。結局、最終的にはこんな感じで非常
に盛り上がった懇親会になったのかなと思っております。
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最後、終わりよければすべて良しで、中目・兼子年度の
地区大会大成功ということでですね、私のほうからの報
告はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。

◦堀田一彦会員 
　皆さん、こんばんは。鈴木孝幸会員の
詳細な報告が終わってしまったので、何
話そうかなと思ってるんですけど、反省
会しか残っていないので、その飲み会の
部分をそれなりに話していきたいと思い

ます。まず、朝7時15分新白河駅に集合で僕がマイクロバ
スの運転手をして行ったんですが、まさかの山口パスト
会長が寝坊ということで、二度寝ですよね。二度寝をさ
れて、すいません間に合いません自分の車で行くので先
に行っててくださいと連絡がありましたので、8人でマイ
クロバスで白河駅を7時半に出発して、「パルセ飯坂」の
ほうに向かったんですが、7時半前くらいですかね。中目
会長からメッセージがあり、二本松～福島西間が事故の
ため通行止めなので、気を付けて焦らずに来てください
というふうなメッセージが入っていまして、誰もその情
報知らないのに会長が一番最新の情報を送ってください
まして本当に助かりました。郡山くらいまでは二本松ま
で高速を使ってそこでインターを降りて飯坂の方に向か
おうかなと思っていたんですが、本宮のちょっと手前く
らいですかね、渋滞が3キロ、二本松インターが3キロ詰
まってるという情報が出たので、本宮インターで降りま
してそこから下道で向かったんですが、同じようなこと
を考えている人たちも大勢いまして、下道に入ってもか
なりの渋滞で二本松くらいが一番混んでいまして、結果
的に1時間10分くらい着くのが遅れてしまいました。そ
れと、午前中の最後に先程も説明がありましたがロータ
リー学友によるミニコンサート、これを行ったんですが、
ちょっとプログラムを詰め込みすぎていまして30分くら
い押してたんですね。それで、ミニコンサートの一番最
後に全体合奏として古関裕而さんの「栄冠は君に輝く」
これを皆さんで演奏してくれる予定だったんですが、か
なり時間が押していまして昼食時間が無くなってしまい
そうでしたので、これがカットされてしまったので、一
番聞きたかった「栄冠は君に輝く」が聞けなかったのは
ちょっと残念でした。それと宇津木妙子さんの講演を聞
きまして、宇津木さんは小学校の頃、まずソフトボール
を始めたきっかけというのが小学校の頃、お母さんに褒
められたくてソフトボールを始めました。勉強とかが駄
目だったので、末っ子でお兄さんお姉さんがみんな褒め
てもらえるのに、何も褒めてもらえるものがなくてそれ
がソフトボールだった。ソフトボールを始めまして、中
学に上がってから今度はお母さんのためではなくチーム
メイトのために頑張ろうというふうに思ったらしくて、

今度はチームメイトのために頑張ってソフトボールを続
けたと。それから、現役を引退されて今度は監督になら
れるんですが、今度は監督になったらばそれまでいろい
ろ育ててくれた皆さんのために頑張って結果を出そうと
いうことで、選手と全力で向き合ってソフトボールとも
全力で向き合って、さらに自分自身とも全力で向き合
うというふうなことをしてきたので、かなりの良い結果
が出たのではないかとこのようなお話をされていました。
来年の7月22日、あづま球場でソフトボールのオリンピッ
クが始まるんですが、7月22日がソフトボールの日本代表
エースの上野由岐子さんの誕生日です。さらには宇津木
妙子さんの結婚記念日です。なので、是非あづま球場に
足を運んでください。もし、来ていただけたならノック
を打って差し上げますというお話がありました。あとは
地区大会が終わりまして、「ゆがふ」の懇親会のお話を
少しさせていただきます。当日、運天君のところがイベ
ントに出店していまして、たまたまタピオカが余ったの
で、ちょっとハイボールに入れてみようということにな
りまして、あれはあのストローはタピオカを吸うための
太いストローでお酒を飲むためのストローではなかった
んですね。ただ、三瓶先生が美味しそうにタピオカハイ
ボールを飲んでいらっしゃいました。多分美味しかった
と思います。かなりご機嫌になられていたので、美味し
かったんだと思います。ほかの人たちは普通にお酒を飲
んで楽しい会話をしておりました。以上、地区大会の報
告です。ありがとうございました。

◦中目公英会長
　地区大会の報告、本当にありがとうございました。ロー
タリーのビジョンは、先程孝幸さんが言ったとおり、私た
ちロータリアンは世界で地域社会で自分自身の中で持続可
能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する
世界を目指しますというのが、これがロータリーのビジョ
ンであります。そのビジョンを実現するための戦略計画。
言語はStrategic planですけれども、Strategic planといえ
ば違和感はないのですが、日本語に直して戦略計画という
と、なんか戦争の作戦を立てるtacticsのような意味合いで
とられる可能性がありますので、宮本中長期委員長はこれ
は戦略計画は止めようと。我がクラブは今度の定款ではビ
ジョン推進というふうな、そのロータリーのビジョンを推
進していきましょうというふうに読み替えて同じことを言
うようになりますので、皆さん方が国際ロータリーで偉く
なって、何で我がクラブには戦略計画がないんだって言っ
た場合には、その意味を同じくするビジョン推進と変える
つもりでありますからご理解をいただければと、最後にま
た一つ定款変更の前触れをさせていただきまして、今日の
例会を閉じたいと思います。今日は本当にありがとうござ
いました。


