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例会日

毎週火曜日 12：15～13：15
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℡0238-83-2047
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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

平成２７年１０月１３日（火曜日） 第２，６３３回
【月間テーマ】 経済と地域社会の発展

☆ガバナー公式訪問

例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
3 好意と友情を深めるか

4 みんなのためになるかどうか

＜例会報告 NO.13＞ ガバナー公式訪問 酒井 彰 氏

ので原点に帰って今後の活動に活かしていきたい。

☆幹事報告
・時間の関係で割愛

☆委員会報告
・R 財団・国際奉仕担当 長澤修司 委員長
時計台贈呈式について
生涯学習プラザに 11：00 集合し 11：15 時計台贈呈
11：30～12：00 陸上競技場周辺清掃
終了後タスへ移動し昼食
13：00～14：00 ＩＭリハーサル
ゲスト
第 2800 地区ガバナー 酒井 彰 氏
第 6 ブロックガバナー補佐 芳賀康雄 氏
ビジター紹介
地区副事務局長 金子尚人 氏
地区副幹事
徳重和浩 氏

☆ガバナー補佐(芳賀康雄 氏）

☆会長挨拶
・みなさんこんにちは。今日はガナバー公式訪問という
ことで、10 時 30 分より会長・幹事と次年度の会長・幹
事と打ち合わせを実施いたしました。年間の活動計画書
の方でガバナーの経歴に誤りがあり一部ご指摘を受けま
した。皆様とガバナーには大変ご迷惑をおかけいたしま
した。酒井ガババーの出身校と出身大学が前ガバナーの
ものとなっておりました。後ほど訂正させていただきお
詫び申し上げます。
・本日はガバナーより 40 分の卓話をいただきます。まだ
まだロータリーのことをわかっていない部分もあります

・ガバナー公式訪問ということで 10：30～12：00 まで 6
名で懇談会を実施した。
・酒井ガバナーの公式訪問は 44 ケ所目とななり、全クラ
ブが 50 ヶ所ですのであとわずかとなった。明日長井中央

RC の公式訪問をもって自分は終了となる。残すところは
高畠・米沢地内となる。
・酒井ガバナーにおかれては事業に精通され、たくさん
の会社を立ち上げられている。さらにＪＣ・商工会議所
の会頭を経験され、ナウエルの社長であるということは
大変有名である。また趣味も多く外国は 100 ヶ所以上訪
問されておられる。

・奉仕は人の為に一生懸命やること。根本は自分の仕事
をきちんとすること。
・ロータリーの根本はクラブ奉仕と社会奉仕である。
・ロータリーに入ったからには友情と仕事をしっかりや
っていれば、ひとつでも奉仕をやってみようとする気持
ちになりロータリーが楽しくなる。
＊詳細は DVD をご覧願います。

☆ガバナー卓話
＊詳細は
DVD BOX＞
をご覧願います。
＜ニコニコ

・昭和 23 年 2 月 23 日生まれの 67 歳である。34 人のガ
バナー平均年齢も 67 歳である。3 年前まで米沢商工会議
所の会頭をしていた。上杉 RC より会長を出すよう依頼を
受け今回ガバナーとなった。
・ある時 1 冊の本と出合い人生が変わった。
『２代目の特
徴』という本を読んだ。2 代目というのは 5 つあり、ジ
ェントルマンであってビジョンがなくて度胸がなくてケ
チで部下を信用しないとあった。その逆をするために何
をしたらよいかと考え「ナウエル」という会社を作った。
・結婚式場は儲かったがそうすると傲慢になって大失敗
する。
・借金返済が全て終了した 42 歳で社長になった。
・41 歳の時に友達 4 人で「はぐれ雲」を倣い「はぐれ塾」
を作った。社長になるまでの 1 年間ということで、テレ
ビもなく本を読んだりというさびしい生活であったが自
分の一生を作った根本となったと思った。
・42 歳から 72 歳までの一生カレンダーを作り、目標は
ずらさないと決めた。55 歳でナウエルを辞め 60 歳でピ
タっと会社を辞めた。65 歳で 100 ケ国を回ろうとした時
にガバナーの声がかかり、1 年半かけて 26 ヶ国まわり目
標を達成できた。
・人間の集まる組織を見てみると、機能体と共同体があ
る。
また、組織には 2：6：2 の原理があり、2 割がよく理解
し、6 割がだいたい理解、2 割はわかっていない。2 割の
よくわかっている人ではなく、6 割と後ろの 2 割の人に
ロータリーとはどういうものなのかわかるように教える
必要がある。
・ロータリーの縁を活かすとは、その人の人生はその人
で決まるのではなく、その人の人間関係で人生が決まる。
縁を大切にすることが必要である。
・ロータリーの根本は友情を作ること。

・酒井 彰ガバナー
11/7 地区大会出席してください。
10/13
開催予定の新入会員セミナーの出席申込みが本日まで
・芳賀康雄ガバナー補佐
となっております。
本日の公式訪問ありがとうございます。
・渡部保太郎パストガバナー
ガバナー酒井さんご苦労さまです。歓迎して。今
後ますますご努力ください。
・渡部堅一 会長
・大山友規憲 幹事
・伊藤克也 会員
・横澤寿彦 会員
ガバナーを歓迎して
・齋藤喜内 会員
ガバナーを歓迎して
０第 6 ブロック IM がまもなく開催されます。よろ
しくお願い致します。
・前田昌信 会員
ガバナー・ゲストを歓迎して

☆次回例会予定
・10/20 時計寄贈・環境整備（生涯学習プラザグランド
周辺）11：00 生涯学習プラザ集合

☆出席報告
10 月 13 日例会 報告者：大滝 徹 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

32
(3)

26
(3)

81.25
％

前 回
(10/6）

32
(3)

23
(3)

71.88
％

3
（0）

26
（3）

81.25
％

前々回
(9/29)

31
(3)

19
(3)

61.29
％

6
（0）

25
（3）

80.65
％

