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橋元　隆

これまでに「ロータリーの基本」「中央
ロータリーのテーマ」についてお話しま
したが、本日はまさに旬の東京オリンピッ
クについてお話ししたいと思います。

先週金曜日、57 年ぶりに日本でオリン
ピックが開催されました。開会式に先立
ち、ブルーインパルスが国立競技場周辺の上空で 5 色の
スモークを使い、オリンピックのシンボルを描きました。
今回は雲と風の影響で、57 年前のような鮮やかな五輪
マークは見られなかったようです。開催ぎりぎりまで問
題山積ではありましたが、その様子を見ているといよい
よ始まるんだなぁ～と感じることでした。

異例の無観客で行われるオリンピックではあります
が、どの選手も人生をかけての大舞台。その一生懸命な
姿には心を打たれるシーンも多くあります。私は毎日、
テレビから目を離せないところで、その中で印象的な場
面がいくつかありました。

男子体操では、内村航平選手が鉄棒予選で落下すると
いうまさかの展開に、一瞬声を失いました。直前の練習
でも落下したそうで、私だったら安全策をとり、予選通
過に重きを置いた内容に変えると思います。ですが、彼
はその技に果敢に挑戦しました。落下した時の彼の思い

は如何ばかりかと思いますが、競技終了後は気持ちを入
れ替えて男子体操のリーダーとしての役目を果たしてい
ました。

卓球の混合ダブルスは、ドイツ戦第 7 ゲームで 3 対 9
の大差となり、応援しているほとんどの人が“もう無理
だ…”と感じたことと思います。しかし、水谷・伊藤両
選手は最後まで諦めることなく、結果 劇的な大逆転を
成し遂げました。一球一球に対する集中力と、相手を信
頼し絶対に諦めない精神があの結果をもたらしたと思い
ます。

柔道も阿部兄妹の史上初“兄妹揃っての金メダル”と
ても素晴らしいと思いました。兄、一二三選手が勝利を
決めた時、表情を変えることなく、畳を下りる時まで礼
を尽くす姿勢に感心しました。金メダルを決めた瞬間は
言葉にならない程の喜びのはずですが、同じ畳の上で、
負けて心から悲しんでいる選手の前で喜びを表現する事
は出来ないという、柔道の礼の精神だと思います。相手
の気持ち、立場を思いやり行動することは“愛”であり、
すなわち私達がロータリー活動をする上で忘れてはいけ
ないことだと思います。

オリンピックが始まり、皆さん連日テレビ観戦でお忙
しいことと思います。57 年ぶりの自国開催。皆さん、愛
をもって応援しましょう！！

以上
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ガバナー補佐アドレス

　2730 地区ガバナー補佐　宇都　和治

　皆さん、こんにちは。この度、2730 地
区ガバナー補佐を拝命致しました宇都で
す。１年間宜しくお願い申し上げます
　先ずは第 45 代橋元会長、下村幹事の
ご就任おめでとうございます。
　橋元会長は RI・地区テーマ、スローガ

ンを踏まえてクラブテーマ「愛をもって行動し、実践し
よう」を掲げクラブ重点項目６項目を具体的に発表され
ました。心合わせて一丸となって 2730 地区の模範クラ
ブとなって下さい。クラブテーマが有るのは中央 RC だ
けです。
　特にローターアクトの復活、ロータリー賞への挑戦、
ロータリー奉仕デー参加、協力宜しくお願い致します。
　さて、ガバナー補佐は RI テーマ及び地区モットーに

ついてガバナーの指導を仰ぎクラブ会長の理解を求める
とあります。すでにご承知ですが確認を含め一言申し上
げます。
　2021-22 年度の RI 会長はインドカルカッタの出身で
シェカール・メータさんです。
　メータ会長はロータリーの原点である「超我の奉仕」
というロータリーの標語に深く感銘を受け自身の人生の
指針としてこられたそうです。この言葉は人々を思い
やり分かち合う事の大切さを教えてくれ、自身にとって
奉仕とは自分より他の人の事を先に考えること、奉仕を
実践し奉仕に目覚めることで単なるロータリー会員から
ロータリアンになったと自分の体験を話されたそうで
す。
　奉仕にはロータリアンの DNA がある、そしてアイン
シュタインの言葉を引いて「誰かの為に生きてこそ」価
値がある、奉仕は誰かの人生だけでなく自分の人生も豊
かにすると力説され、このような理由から本年度の国際
ロータリーのテーマ「奉仕しようみんなの人生を豊かに

ガバナー公式訪問 会員増強・新クラブ
結成推進月間８月



ロータリーソング：「四つのテスト」
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　橋元　隆君
会務報告： 幹事　下村　哲也君
１）本日の配布　　　①ロータリーの友７月号　　②週報　
２）本日定例理事会　開催　例会終了後　社交室にて
３）本日ラウンドテーブル 18：30 ～　於：ごはんのじかん
　　担当：国際奉仕委員会
３）次回例会について
　8/2（月）　井福ガバナー公式訪問・100％出席例会
　　会場：山形屋１号館７階　社交室
　　　　　会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事懇談会　11：15 ～ 12：15
　　　　　記念写真撮影　　　12：30 ～ 12：50
　　　　　例会　　　　　　　12：50 ～ 13：30
　　　　　クラブフォーラム　13：50 ～ 14：50
　　8/9（月）　休日の為休会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会

委員会報告：2020-2021 年度　会計監査報告
　　　　　　会計　小福田　博君
卓話：①　「ガバナー補佐アドレス」　
　　　　　　鹿児島市内 B グループ　
　　　　　　ガバナー補佐　宇都　和治様　
　　　②　「クラブ奉仕への取り組み状況と意識について」
　　　　　「クラブの強みと弱み」
　　　　　　発表者：田中　和俊君、下村　哲也君、
　　　　　　　　　　高岡　和也君

次回例会　令和３年 8 月 16（月）

会員卓話「新入会員自己紹介」
宇井　英信 君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2020回例会 53名 34名 84.62%
前々回（7月12日）の補正 53名 36名 78.26%
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本日の曲目：夏は来ぬ・海の声・この素晴らしき世界 演奏：入来慶子

●海江田　順三郎君／このたび孫の家に始めての女の子が誕生
して、私もようやく曽祖父になることが出来ました。

●本坊　修君／先週忘れていました。沖縄尚学高等学校が甲子
園出場を一番最初に決めました。活躍を期待します。

7月26日のスマイル　小計 5,000円　2021〜2022年度　累計 79,0000円

定例理事会議事録
議　　　題
1） 8・9 月例会プログラム及び行

事予定（添付資料）
　① レディースデー例会の開催に

ついて
　　⇒ 上期は延期。コロナに鑑み

て当面延期する旨の案内を
出す　30 日は演奏会を行う

（管楽器は不可、入来さん
ソロコンサートの方向）

　②鹿児島東 RC との合同例会
　　　日時：9/27（月）18：30
　　　場所：グランセレッソ　きずな
　　　会費：5,000 円（会費 4,000 円 / 人徴収 + クラブより 1,000 円 / 人支出）

　③歯車会について
　　　日時：9/26（日）
　　　場所：溝辺 5 組キャディ付
2）会計報告（別紙明細）
　① 7 月度試算表について
　　⇒承認
3）米山奨学会寄附金送金額について　
　⇒年間 5,000 円 / 人　（上期 2,500 円、下期 2,500 円）。
4）納涼家族会特別徴収金について
　⇒特別徴収金より 1,000 円×会員（53 名）支出。
5）医療施設、福祉施設への補助金事業について
　⇒補助金 48 万＋クラブ 25 万＝ 73 万
　　 一度会員に意見を募る。それを踏まえ、次回理事会で再度

諮る。
6）その他
　①次回理事会について
　　　2021 年９月６日（月）　例会終了後　於：社交室

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 2021 年７月 26 日（月）
例会終了後　

出席者 橋元　隆・下村哲也
田中和俊・松元まや
高岡和也・小福田博
宮脇謙舟・栫浩多郎
竹添　寛・加島　繁

欠席者 坂元直人・吉田健朗
丸山健太郎

するために」が生まれました。
　メータ RI 会長は次の３点を強調されています
1. 会員増強について
　メータ会長が言われる「一人が一人に話しかけるチャ
レンジして下さい」
　橋元会長は会員増強は純増２名以上とすると決意され
ました。
　船は港にいれば安全ですが船は海に出てこそ目的が成
就する。（メータ会長の言葉です）
2. 女子の「エンパワメント」です
　女子は不利な立場に置かれることが多く色々な問題に
直面している「多様性、公平さ、開放性等」女子に焦点
を当てて女子の教育、健康、経済的発展を確保して寄り
用機会の為のスキルを与える。
3.  ロータリー奉仕デーを全クラブが実施し世界に社会に

ロータリーの奉仕活動を知らしめる。
　本年度から RI 重点項目に新しい分野が増えましたそ
れは「環境の保全と保護」であります。７番目のこの項
目に本年度から補助金が使えるようになりました。
　環境に悪影響を及ぼす問題を総合的に解決することに
焦点を当てる持続可能な好ましい影響を与えることがで
きるプロジェクトで有ります。

　井福 2730 地区ガバナーも RI メータ会長のスピーチを
聞いて感動、共感を大変に受けて地区スローガン、基本
方針を決定されたそうです。
　ロータリーの第１標語：超我の奉仕（コリンズの理念
です）
　第２標語：最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

（有名なシェルドンの言葉です）
　井福ガバナーはこの２つの標語こそ的確にロータリー
とロータリアンの精神を言い表している言葉であり、
ロータリーの原点を大切にし、地区スローガンを「ロー
タリーの原点に立ち、誇りと自信をもって行動しよう！」
に決定されました。
　井福ガバナーは特に会員増強と奉仕にフォーカスを当
ててその一つ一つを丁寧に慎重に実行していくと抱負を
述べられました。
その行動とは
　1. 会員増強、2. クラブ強化奉仕プロジェクトの計画と参
加、3. 財団、米山奨学会への寄付、4. 明年開催される地
区大会、国際大会への参加
　「入りて学び出でて奉仕せよ」とあります。どうかロー
タリー奉仕デー、IM、ライラ、例会、メークアップ等
に積極的に参加してまいりましょう。


