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インスピレーションになろう

2018-19 ガバナー月信

あなたの街でロータリーを！
あなたの街からロータリーを！
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表紙の
おはなし

写真提供：久保田充三（豊橋RC）

八 町 通
写真は街中を走る国道１号線から豊橋市役所を望んだものです。豊橋市役所は、一級河川の豊川と支
流の朝倉川を従えた丘陵地に残る吉田城址の一郭にあります。豊橋市役所を含む一帯は豊橋公園と呼ば
れ、吉田城址、豊橋市美術博物館、野球場や陸上競技場、武道館、テニスコートも併設され、緑も多く
市民の憩いの場となっております。
市役所の手前に写る豊橋市公会堂は、1931年（昭和６年）に完成した半球ドームと鷲の彫像がシンボ
ルのロマネスク調の鉄筋コンクリート製の建物で、戦災を免れ、ほぼ当時のままの国指定の登録文化財
です。現在も、講演会や各種式典はもちろん、歌謡大会、舞踊大会などが数多く開催され、市民に親し
まれています。最近では、映画やＴＶドラマの撮影誘致も積極的に行なわれています。
こんな豊橋の街からロータリーを！今年も１年頑張ります。

路 面 電 車
表紙に写る電車は「ほっトラム」。市民の足である路面
電車（豊橋鉄道市内線）ですが、全国で唯一、国道１号線と
し でん

並んで走っています。地元では、市電と呼ばれ親しまれて
います。同じ場所を走る旧型の市電もチンチン電車として
親しまれており、多くは地元企業の広告ラッピング車両と
なっています。未来的なデザインの新車両「ほっトラム」
は、豊橋ＲＣのメンバーが多数参加する「とよはし市電を
愛する会」の努力により導入がすすみました。
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The letter
from
Governor

国際ロータリー 第2760地区
ロータリークラブ会員の皆様へ

ガバナー便り

暑い日が続いておりますが、皆さん体調はいかがでしょうか。
いよいよ今月半ばからガバナー公式訪問が始まります。毎日例会に出席させていた
だき、皆さんにお目に掛かるのを楽しみにしています。
今年度は１クラブまたは２クラブ合同の訪問とさせていただきます。
夜間例会のクラブは夜間にお伺いすることにしております。また訪問時の会長幹事
懇談会は、既にご案内のとおり２クラブ合同であっても、１クラブずつ別々に懇談
させていただきますので、よろしくお願いいたします。
普段から疑問に思うこと、ロータリー活動に関する希望など、お話しいただければ
と思います。満足いく結論は出ないかもしれませんが、会長さん、幹事さんと問題
意識を共有したく思っております。
また公式訪問には、日本のロータリー１００年を祝おう！ を記念した鐘を持って
行きますので、クラブ会長さんにはこの鐘を使って点鐘をお願いいたします。
（詳しくはロータリーの友６月号27頁に掲載されています）
さて、８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。新クラブは昨年、一昨年と
創立されています。地区拡大委員会の方と共に、今年度も新クラブの結成に頑張り
ます。また創立された新クラブのフォローもしっかりとするのが、ガバナーの役目
と心得、こちらにも力を注ぎたいと思っております。
会員増強はロータリーの戦略計画の３つの優先項目の一つである、クラブの強化に
影響する大きな課題です。クラブに魅力を持たせ、女性の会員や若い世代の会員の
入会を図ることにより、より良い奉仕活動に結び付けていただきたいと思います。
国際ロータリー第2760地区
豊橋ロータリークラブ所属

2018-19年度ガバナー

地区ホームページURL：https://www.rotary2760.org/g18-19/

ガバナーズウエブサイトは、
ホームページメニューから
「ガバナーズウエブサイト」
をクリックして下さい。
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その3

村井ガバナー的こころ

再び『インスピレーションになろう』について考える
７月号に続きＲＩ会長テーマを再度考えてみる。このテーマは主語と目的語がないので様
々な解釈がされているというか、自由に考えてよいものであることは７月号で説明した。
そこで主語はロータリアンとしてでも、ロータリークラブがでも、ロータリー活動がでも
良いと思うし、目的語は他のロータリアンやロータリークラブ、他の奉仕団体に、と考え
るのが、分かりやすくはないだろうか。
ロータリアンとして、他のロータリアンにとって、インスピレーションになろう、とする
ことで文章としては成り立ってくると思う。
ここで、バリー・ラシンＲＩ会長のテーマと、昨年のイアン H . S . ライズリー会長テーマ
のロータリー：変化をもたらす、との関連について考えてみる。
ロータリーは一昨年のジョンＦ．ジャームＲＩ会長の時、潮目が変わったと言われている。
ライズリー氏はロータリーの活動が世の中に変化をもたらす。ロータリーが世の中を変え
て行くエネルギー源となろう、ロータリーは変化をもたらす奉仕団体になる、との思いを
込められたのだと思う。
さらに、２０１８年６月トロントで開催された国際大会のテーマは『いたるところにイン
スピレーション』であった。変化をもたらすにはインスピレーションが必要であるとの
メッセージだと思う。
これを受けてということではないだろうが、ラシン氏は世の中に変化をもたらすには、あ
なたがインスピレーションになりなさいと、このテーマを決められたのではと思う。
あなた自身がロータリーに変化をもたらす、そして世の中を変える（良いことを広めて行
く）インスピレーションになろうということではなかろうか。
とはいうものの、どういう行動がインスピレーションとなるのだろうか。自分では気づか
ないが、周りの人が感じるものということであるから、少々厄介なことではある。
反面教師的なことでなく、真摯にロータリー活動をしている、奉仕の心を持ち続けている
ことが、何らかのインスピレーションに自然となっていくということであろう。
しかし、わざわざＲＩ会長テーマにするのであるから、会員として何らかの努力をせよと
いうことである。
それは、基本はしっかり奉仕の理念を理解し、奉仕の実践を見せることが、インスピレー
ションとなるのだ、ということだと私は考える。
RID2760 2018－19 ガバナー 村

井 總 一 郎
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その4

村井ガバナー的こころ

地 区活動方針について考える
ＲＩ会長テーマを受けて、地区活動方針として『あなたの街でロータリーを！あなたの
街からロータリーを！』とした。
いつどこで何のために何に対してインスピレーションになるのか、ということを私なり
に考え、この活動方針とした。
まずは、あなたのいる街で、インスピレーションになろうということ。その街とは住ん
でいる街でも仕事をしている街でも良い。サイトの中でも良いと思う。まずはあなた自
身がロータリーとは何か、どのような活動をする団体なのか、を伝えることだと思う。
あなたの行動や考えに接することが、他のロータリアンを前進させる活力となり、色々
な奉仕団体を鼓舞することになれば、インスピレーションになったということであろう。
まずはあなたの街でロータリーを実践しよう、そして広めよう、伝えようということで
ある。その活動によって、あなたの街からロータリー活動を発信していくことになるの
であると思う。
さらに各人、各クラブ、各委員会が行う活動内容がロータリーとして、地域に良い影響
を及ぼし、公共イメージを向上させ、個人の高潔性を養うことにつながって行く。
そういう意味からも、会員一人一人がロータリアンとして、奉仕の理念とは何かに
ついて理解を深めて行動することが必要であると思う。
奉仕の理念のもとで行う活動を、まずは自分たちの過ごしている地域で行っていこ
う、それを『あなたの街でロータリーを』、と私は表現した。
そしてそのことを、あなたの街から発信し、多くの奉仕の仲間と手を取り合って、
奉仕の輪を広げていく、すなわち『あなたの街からロータリーを』、とつながって
行くのである。
あなたの活動が誰かの前進力となり、インスピレーションとなれば、あなたの街で
ロータリー活動が実践されたこととなるのである。
サブタイトルの

―ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう―

は、

『あなたの街でロータリーを』と、同じことを言っているだけのことであることも、
ご理解いただきたいと思う。
では奉仕の理念とは、何か。それは後日にこのガバナー的こころで、述べてみたい。
RID2760 2018－19 ガバナー 村

井 總 一 郎
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ホームページ新着情報

第2760地区

新着情報をホームページ（HP）で公開しています
各種お知らせをはじめ定期配信コンテンツは、ガバナー月信発行に合わせ
ＨＰにて更新します。各バックナンバーも閲覧しやすくなりました。
https://www.rotary2760.org/g18-19/
定期配信
■ガバナー月信サイト

■文庫通信だより

メニュー＞ガバナーズウエブサイト
（各ページへ）

370号

村井ガバナーのコンテンツやブログを掲載

メニュー＞月次報告（PDF）
2018/7発行

■ハイライトよねやま

■風の便り

vol.220

vol.3 No.11（通刊48号） 2018/7/4発行

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

2018/7/12発行

■コーディネーターNEWS

■比国育英会バギオ基金

メニュー＞月次報告（PDF）
2018年8月号

バギオだより

メニュー＞月次報告（PDF）
Vol.67

2018/8発行

2018/7発行

■財団室ニュース

■会員数と出席率

2018年7月号

※2018年7月度分は8月中旬以降の配信となります。

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

2018/7/末頃発行予定

お知らせ・お願い
■ガバナー候補推薦について

■WFFのお知らせ

■立法案提出のお願い

■地区大会のお知らせ

■各種賞・表彰の概要について

■青少年交換のお願い

メニュー＞お知らせ

メニュー＞月次報告＞ご案内

メニュー＞お知らせ

メニュー＞月次報告＞ご案内

メニュー＞お知らせ

メニュー＞お知らせ

活動報告・その他更新記事

分区内交流だより

「会員増強・新クラブ結成推進月間」によせて
地区会員増強委員長

澤田 文雄

「ロータリーの公共イメージ向上
2018-19年度 取り組み」について
公共イメージ向上委員会

的参加を推進しています。分区内
交流を通じ、さらなるロータリー
を実践しましょう。

池森 由幸

「第29回インターアクトクラブ年次大会」を開催して
インターアクト委員会

本年度は、他クラブ例会への積極

杉本 知治

ガバナーやスタッフのブログもガ
バナーズウエブサイトで更新中！

最新情報の取得はメールマガジンが便利です！

最新記事リストはメールマガジンでも配信します。リストをクリックするだけで
閲覧したいページをブラウザで展開します。是非、活用ください。
2018年7月27日現在
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