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平成２７年６月９日（火曜日） 第２，６１７回     

【月間テーマ】ロータリー親善活動月間             ＜例会報告No.４２＞  ゲスト卓話 次年度ガバナー補佐 

白鷹RC 芳賀康雄 氏 

 

☆会長挨拶（前田昌信 会長） 

 

去る５月３０日の白鷹ロータリークラブ創立５０周

年においてスポンサークラブとして感謝状を戴いてき

ました。ここにご披露申し上げます。本日は２０１５

－２０１６年度ガバナー補佐白鷹ロータリークラブの

芳賀康雄さまをお招きして例会をさせて頂きます。今

日の会長挨拶はチェスリー・R・ペリーを取り上げた

いと思います。ポール・ハリスによると「私が本当に

ロータリーの建築家（アーキテクト）と呼ばれるのに

ふさわしいならばチェスリー・ペリーは建設者と呼ば

れるべきだ」と言わしめた方です。１８７２年シカゴ

に生まれました。父親の店番をしながら新聞配達をし、

シカゴ公立図書館で司書の助手をしました。１９０８

年シカゴロータリークラブに入会。１９１０年全米ロ

ータリー・クラブ協議会事務総長、その後国際ロータ 

 

 

 

リー事務総長。１９４２年事務総（３２年間在職）長

退任後、秘書のエマ・C・ペギー・シェイファと７０

歳で結婚。ペリーの言葉に次のようなモノがあります。

「ロータリアン」という言葉は、ひとかけらの銀でも

「純銀」と言えるのと同じように本物でなければなら

ない。だからロータリアンは、集団の活動においてで

はなく、個人として絶え間ない確固とした活動の中で、

自らの潜在的な全資質を磨いて行かなければならない

のである。『世界を改善する最もよい方策は、自己を改

善することである』是非、実行していきたい言葉だと

思います 

 

☆幹事報告 

・2010-2011 地区ガバナー塚原初男さんが 6 月 1 日にご

逝去されました 

・ネパール大地震に対する義援金のお礼 

・立川 RC 創立 40 周年記念式典、6 月 21 日鶴岡にて開催 

・全国ロータリーポリオプラス研修会のお知らせ 

 

☆委員会報告 

・親睦委員会（長澤修司委員長） 

 6 月 30 日最終例会でゴルフコンペ・懇親会を行います 

 ロータリーデーのお知らせ・最上川緑地公園の花壇の

花植えを 6 月 21 日（日）行います 

 

 

長井ロータリークラブ会長    前田  昌信           第２８００地区ガバナー   池田 德博 

長井ロータリークラブ幹事    渡辺 清隆             第6ブロックガバナー補佐   髙橋 敏行 

パストガバナー         渡部 保太郎 

例 会 日        毎週火曜日 12：15～13：15         例 会 場     タスパークホテル℡0238-88-1833 

事 務 局    長井商工会議所内  ℡0238-83-2047    会報委員  大滝徹 ・ 那須修 ・ 長澤修司 

 

２０１４－２０１５ 



 

☆会員卓話  ゲスト卓話 次年度ガバナー補佐 

白鷹 RC 芳賀康雄 氏 

 

・50 周年記念式典（5 月 30 日開催・長井 RC より 17 名参

加）の御礼。 

スポンサークラブへの御礼と創立当時を知る渡部 PG の

謝礼。 

・次年度クラブ協議会に出席して 

 6月中のクラブ協議会を開催するクラブは少ないこと、

何事もきちんとやっていることは、流石、ガバナーを

輩出クラブであると実感した。 

・RC 入会時のこと 

 RC 入会(2005 年)時、米沢 RC 故浜田 PG よりロータリー

の話を三時間半聞いたことがある。ロータリーの綱領

（目的と訳すべき）と奉仕の理想（理念と訳すべき）

の和訳が間違っていることを嘆いており、そのことを

白鷹 RC 主催 IM で述べられていたのが思い出である。

（浜田 PG 自筆書提示） 

・ロータリアンっていいなーと実感したのは？ 

昨年、アメリカ・フロリダ州に住んでいる息子に夫婦

他親戚で訪問し、是非アメリカでメークしてみたいとの

願望が叶ったときです。ビーチ RC（正式名称？・朝例会）

で大歓迎を受け、同じ、ロータリアンですぐに打ち解け

る（通訳は息子）ことができ、女房共々も大感激をして

まいりました。ロータリーがより好きになりました。 

・ロータリーについて 

 ロータリーが何かをしてくれるのでなく、自分が何を

なしたかでないでしょうか。一年間、よろしくお願いし

ます。 

 

☆出席報告 

６月９日   報告者：横澤（寿）会員 

 
会員数 

(免除)   

出席数 

(免除) 

出席率 MU数 修正 

出席数 

修 正 

出席率 

本日 
30 

(1) 

22 

(1) 

73.33 

 ％ 
    

前 回 

(5/30） 

31 

（2） 

17 

（2） 

54.84 

 ％ 
4 

21 

（2） 

67.74 

％ 

前々回 

（5/26） 

30 

(1) 

23 

(1) 

76.67 

 ％ 
 

(修正 

なし） 
 

 

 

 

☆次年度幹事報告（大山友規憲会員） 

・7 月 4 日米沢にてクラブ奉仕グループセミナーが行わ

れます。 

・6 月 16 日 11 時 30 分より理事会を行います。 

 

☆次回例会予定 

・６月１６日 クラブ協議会活動報告 パートⅠ 

 

＜ニコニコ BOX＞ 

・前田 昌信会長 

 ガバナー補佐を歓迎して 

・渡部 保太郎 PG 

 白鷹 RC50 周年式典で長井 RCを代表して花束を頂

いたことと次期ガバナー補佐の芳賀さんの来訪

を歓迎して。 

・尾形 和夫会員 

 ガバナー補佐を歓迎して。 

・手塚 典雄会員 

 ガバナー補佐を歓迎して。 

・斎藤 慎治会員 

 芳賀ガバナー補佐を歓迎して。 

・横澤 寿彦会員 

 芳賀ガバナー補佐、次年度宜しくご指導お願いし

ます。 

・塚田 弘一会員 

 白鷹 RC の益々の発展をお祈りいたします。 

・伊藤 克也会員 

 ゲストを歓迎して。 

在籍 10 年表彰していただきました。 

・斎藤 裕之会員 

 高校時代の恩師、芳賀ガバナー補佐を歓迎して。 

・髙橋 勇喜知会員 

 芳賀ガバナー補佐を歓迎して。 

・芳賀康 ガバナー補佐 白鷹 RC 

 50 周年ご出席ありがとうございます。今日のクラ

ブ協議会おめでとうございます。 

 

＜ご本人誕生日＞ 

・井上 晴雄会員 18日 

・浅野 敏明会員 1 日 

・渡辺 清隆会員 17 日 

・髙橋 勇喜知会員 13 日 

・志釜 幸喜会員 6 日 

・五十嵐 順子会員 25 日 

 

＜結婚日＞ 

・浅野 敏明会員 8日 

・志釜 幸喜会員 17 日 


