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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

今年度のクラブテーマ

　皆さん。こんにちは。
　今日は、ＲＩ会長のバリー・ラシン
さんからメッセージが届いております
ので、一部ご紹介します。
　スライドをごらんください。ローター
アクトクラブの位置づけを掲示したも
のですが、国際ロータリーとは、世界
で ３５,０００ クラブある社会奉仕団体の
連合体です。その長であるＲＩ会長は
ローターアクトクラブに対して次のよう
に述べていますが、その前にまず大宮
ローターアクトクラブの現状を申し上げ
ます。
　ローターアクトクラブとは ３０ 歳未満
の方を対象としたクラブで、大宮ロー
タリークラブのもと、大宮ローターアク
トクラブとして１９７１年 １２ 月１２日に創
立しました。２０１8 年 7月1日現在の
会員数は6 名で学生を中心にしたクラ
ブです。
　本年の事業目標としては、定期的な
例会の実施、社会奉仕活動（エコボー
ルプロジェクト、大宮駅東口の清掃活
動等）、ライラ研修の参加を企図され
ています。
　では会長のメッセージを読み上げます。
親愛なるロータリーリーダーの皆さま
　ロータリーの新しい戦略計画を前に

して、ひとつ明らかなことがあります。
未来のロータリーを築くためには、未
来に向けたロータリーのリーダーシッ
プの育成に、これまで以上に力を入れ
て取り組まなければならないというこ
とです。つまり、若い世代にロータリー
の奉仕活動に参加してもらい、奉仕の
心をもつ若い職業人をロータリーファミ
リーに迎え入れるために、より一層努
力することです。
　５０ 年前にロータリーがまさにそのた
めに立ち上げたプログラムが、ローター
アクトです。多くの点で、ローターアク
トは驚異の成功を遂げてきました。今
日、１万クラブで ２５ 万人のローターア
クターが活動しています。
　奉仕活動においても成長においても
ローターアクトが大きな成果をあげて
きた一方で、ロータリーは、もともと
期待していたロータリアン育成機関と
しての存在へとローターアクトが成長
を遂げるための支援をほとんど怠って
きました。ローターアクトクラブを提唱
するロータリークラブは ２７％にとどま
り、ローターアクトで活動する才能と
やる気にあふれた若者がその後ロータ
リーへと入会する率は、非常に低いの
が現状です。

　この状況を一変させることが、今年
度の目標です。そのためには、ローター
アクトクラブを提唱するロータリークラ
ブの数を倍増させ（そう、２倍です）、
必ずどのローターアクトクラブも歓迎す
ることです。同じ地域にとどまる若い
人たちから成る地域社会を基盤とした
ローターアクトクラブをつくりあげ、そ
の地域のロータリークラブへの入会へ
とつなげていけるように、戦略的に取
り組んでいきたいと考えています。
　一緒にいるのがロータリアンでも
ローターアクターでも、または地域社
会の人びとでも、ロータリーの誇りを
示しましょう。ロータリーは素晴らしい
団体です。そして、私たちの一人ひとり
がインスピレーションになれるのです。
心を込めて
２０１8-１９ 年度国際ロータリー会長
バリー・ラシン
　今年度ローターアクト地区年次大会
は ２０１９ 年２月１１日にパレスホテル大
宮を会場に開催されます。鈴木俊一会
員の子息、鈴木大陽君が地区代表とし
て活躍されています。なお、大宮ロー
ターアクトクラブがホストクラブになり
ますので当日は提唱ロータリークラブ
として全員出席でお願いします。

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 0 8 . 2 2  W E D

Ⅰ．いま、なぜ渋沢栄一なのか？
　　企業行動の見直しが迫られる中、渋沢がとった行動規範
Ⅱ．渋沢栄一91年の生涯の中から読み取れるもの
　　⃝先進性を帯びた地域、地域の中核・まとめ役をなす家
　　⃝旺盛な好奇心、鋭い洞察力、柔軟な思考、広い視野
　　⃝「官尊民卑の打破」の芽生え、合理主義（近代）的思考
　　⃝インフラ整備から「合本法」「道徳経済合一説」
　　⃝国づくりのための人づくり、伝統の維持、模倣から創造

Ⅲ．渋沢栄一の現代的意義
　　⃝�道徳的な考えを持って正しく利益を求め、産業活動を

活発化させる必要性を説き、実行。
　　⃝�本当の意味での社会貢献を実行した先駆者。
　　⃝�将来を見据えたビジョンを持ったリーダー。
Ⅳ．単なる実業家でない「近代化のオーガナイザー」
　　�「公益」の視点に基づく民間の活動が、政府「官」の活
動を補完するだけでなく、むしろ先導すべきもの。

　　⇒日本の発展、国際社会への貢献

■プロフィール　井上 潤
1984年、明治大学文学部史学地理学科日本史学専攻卒業。2004年、渋沢史料館館長とな
り今日に至る。現在、その他に（公財）北区文化振興財団評議員、（公財）埼玉学生誘掖会評
議員、企業史料協議会監事、国際常民文化研究機構（神奈川大学）運営委員等を務める。

渋沢史料館館長　井上  潤 様

現代に生きる渋沢栄一
―受け継ぐべき思想と行動―
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当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

本日よろしくお願いします。
〈浦和ロータリークラブ 服部一人様〉

浦和ロータリークラブの服
部さん、大宮ロータリーへ
の移籍お待ちしております。

〈平田　繁〉

お客様ようこそ ！！
〈橋本和久・遠藤省吾・岸　　聡・関口　
茂・鈴木俊一・齋藤守毅・竹内裕司・内
藤考三・小林康一〉

渋沢史料館館長 井上潤様、
本日は卓話ありがとうござい
ます。

〈徳山義行・岩井良彦・大瀧榮壽・岩﨑　
彰・大竹　敦・飯野耕司・進藤博司・山
本和保・清水啓生・板垣英治〉

お客様ようこそいらっしゃい
ました。井上様、卓話ありが
とうございます。

〈浅野　仁〉

渋沢史料館 井上館長ようこ
そ！ 卓話楽しみにしていま
す。

〈小川和信・小坂良二〉

井上館長、卓話ありがとうご
ざいます。とても楽しみにし
ていました。

〈諏訪慶三〉

渋沢栄一、興味を持ちまし
た。

〈本間　玲〉

本日、司会を務めさせてい
ただきます。宜しくお願い致
します。

〈小林憲樹〉

小林憲樹会員、司会ありが
とうございます。

〈徳山義行・齋藤守毅・岩田尚明・栗岡
宏治・善行地潔〉

小林憲樹会員、本日の司会
お疲れ様でした。

〈戸井田修・小川武士・青野壽文〉

昨日のモイラさんのお迎え
に行かれた皆様、ご苦労様
でした。

〈徳山義行・三浦　守〉

昨日モイラと初対面！〝お迎
えバス〟ありがとうございま
す。

〈兼杉文子〉

トレントンから交換学生３
名、無事帰国しました。あ
りがとうございました。

〈矢崎直良〉

お久しぶりです。
〈本多　隆〉

本日、地区青少年交換学生
特別合宿・オリエンテーショ
ンのため、早退させて頂き
ます。

〈福島謙二〉

妻の誕生祝い、ありがとう
ございました。

〈足立空也〉

次回例会案内 2018 年 9 月 1 日（土）

職業奉仕研修旅行「キリンビール横浜工場」
場所：神奈川県横浜市鶴見区生麦 １－１７－１
※2018年9月5日（水）の例会は休会です。（9月1日（土）振替の為）

8 月 22日 第 3101例会 80 名（74 名） 44 名（59.46%）

8月1日 第 3099 例会 8 名（50 名） 65.79%

ご協力ありがとうございました。

8月22日の合計金額 42,000円
（ 8月22日までの累計金額407,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

青少年交換留学生 モイラさん（ベルギー）

８月２１日（火）に来日しました！

井上潤様（右）

幹事報告［三浦幹事］ 委員会報告［小坂会員］ 委員会報告［善行地会員］ 出席率の報告［本間会員］ 司会［小林会員］
ニコニコボックスの報告
［矢崎会員］

浦和ロータリークラブ［服部一人様］

お客様のご紹介 [ 浅野副会長］

会長挨拶及び報告 [ 徳山会長］


