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 RI 第２６１０地区   

 井波庄川ロータリークラブ会報 

     2011-2012 年度 No.２５ 

事務局 〒939-1635 富山県南砺市福光 7336-4 福光会館 3Ｆ 

ふくみつ光房内 TEL 0763-53-1333ＦＡＸ0763-53-1334、

inashorc@athena.ocn.ne.jp 

2011-2012 年度 会長 高瀬顕正 、幹事 浅田裕二 

2011-2012 年度 RI テーマ 

   

「こころの中を見つめよう 

 博愛を広げるために」 

(カルヤン・バネルジー会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

                  例 会 記 録

第１６０３回例会 

平成２４年１月１１日(水) 

南砺市井波総合文化センターエイトホール  

１．点 鐘 会長 

２．ソング 「我等の生業」 

３．卓話：木村英典会員「ちょっと気になる、『ミス・ロ

ータリー』」 

４．月結婚記念祝：水島会員（17 日）助田会員（17 日） 

  

５．月誕生祝：荒木会員（2 日）上田会員（2 日） 

  

６．ポールハリスフェロー認定状贈呈（小西副会長より伝

達）：高瀬顕正会長 

  

７．米山奨学金授与：高源さん「皆さん、明けましておめ

でとうございます。昨年は皆様にお世話になり、いろ

いろなことが出来ました。これからも研究と仕事に頑

張りたいと思います。今後ともよろしくおねがしま

す。」      

８．会長の時間：月結婚記念と月誕生のお祝いを渡しま

したが、二人おられてそれぞれ奇しくも同じ日とは、

こんな小さなメンバーでこんなことが。それだけ会員

のつながりがあると感じました。 

さて、先週は新年祝賀会で、皆さん参加頂き有難う

ございました。その前の暮れにはクリスマス家族例会

で、その時にゲストとして ALT のお二人を招待いた

しました。マフィーさんの礼状は先週浅田幹事から紹

介ありました。もう一人の庄川中学校のムラサキさん

からは、山本会員の所へ E メールがあり、私のとこ

ろへも転送されました。非常に長い英語でしたので、

私の方から報告させて頂きます。12 月 29 日付けで

「ロータリークリスマスパーティーで、皆さんとお会

いでき非常に嬉しく思いました。そして、皆様方の心

温まるもてなしに心から感謝致します。お礼の E メ

ールを出すのに時間がかかりましたが、日本の年末は

大変忙しく、いろいろな仕事をしなければなりません

でした。誠に申し訳ありませんでした。ロータリアン

の皆様と親しくお付き合いをし、これからも付き合い

が出来たらと思っております。皆さま方と再びお会い

できることを楽しみにしております。新年が幸せな年
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になりますようにお祈りしております。」このような

メールでした。ムラサキ先生は 4 世で、先祖は鹿児島

出身ということでした。 

さて、今は 1 年でも非常に寒い時期（寒中）です。

1 月 5 日が小寒で、二十四節気の一つです。1 年を 12

で割ると月ですが、24 で割ると節気で、15 日ごとに

あります。1 月 22 日が大寒でその 15 日後が 2 月 4

日立春です。暦の上では、小寒が寒くなり始めで、大

寒が一番寒い時期、それを過ぎると尐しづつ寒さが和

らぐという意味なのでしょう。立春の前日までは寒で、

2 月 3 日が冬と春を分ける日の節分です。ところで、

立春、立夏、立秋、立冬とそれぞれの前日も季節を分

ける節分です。詳しくは年に 4 回あるのですが、今は

立春の前だけの節分だけが、まかり通っているのです。

本日は、木村先生の卓話でとてもすてきな「ちょっと

気になる『ミス・ロータリー』」というタイトルで、

大変楽しみにしております。来週は、横山豊介会員の

卓話当番ですが、先ほどお聞きしますと、ゲストで、

高岡 RC のメンバーで、吉田さん（元富山新聞高岡支

社長）という瑞龍寺修復の事務局をされた方が「瑞龍

寺のお話」の卓話に来られます。よろしくお願いしま

す。 

９．幹事報告：①日本ロータリー親睦ゴルフ大会が 3 月

12 日開催。②2 月 19 日「IM」出欠およびバス乗車

確認。③他クラブ例会変更の案内、詳しくは事務局に

お尋ねください。 

１０． 委員会報告：①出席委員会（岩崎 SAA 代理）：

本日 15 名出席（75.00％）12 月度の出席報告：7 日

90％、14 日 70％、21 日 95％。月平均 85％②国際奉

仕委員会（山本）：来月は世界理解月間となっており、

毎年書き損じはがきの募集を行いますので、2 月一杯

の期間になると思いますが、よろしくお願いします

（予告）。本日、地区青尐年交換委員会から、短期留

学・長期留学の報告書が届いておりますので、回覧い

たします。③広報委員会（三谷）：友の先読み、表紙

は東京の佃の川船です。横書きの特集は「ロータリー

理解月間：こころの中を見つめよう 博愛を広げるた

めに」がテーマです。横書き 42p に、米山梅吉さん

のことが載っていますので読んで頂きたいです。④親

睦委員会（荒木）：新年祝賀会について、総額 177120

円となっており、一人 6000 円づつ、口座振替して徴

収します。不足分 69120 円は、一般会計より補填し

ますのでご了承ください。 

１１． ニコニコＢＯＸ(本日 7 名、7000 円)  

横山豊介会員：今年もよろしくお願いします。 

荒木会員：誕生祝いお礼。65 歳です。 

上田会員：誕生祝いお礼。シクラメンでなくスプレー菊を

頂き感激。大事にします。 

高瀬会長：寒さ厳しき折健康にご留意を。クリスマス例会

の写真、有難うございました。 

河合会員：木村さん、早退お詫びします。 

山本会員：3 月釜山に水道水フロリデーション施設研修の

日程が決まりました。木村さん、卓話楽しみです。 

岩崎会員：長男が成人式を迎えました。来週欠席します。 

     

卓話「ちょっと気になる『ミス・ロータリー』」 

―菅野宣紀特別代表から教わったことから―             

木村英典会員 

木村会員：今日の卓話のタイトルを上記のようにしました。

長くロータリアンをしておりますと、ちょっとおかしな、

目に付くことなどを、今日５点程、お話したいと思います。

本当は、「ミス・ロータリー」でなく「ミステーク・ロー

タリー」の意味です。 

 うちのクラブが創立した時に色々お世話になりました

菅野特別代表から教わったことをお話いたします。クラブ

員の中で菅野特別代表をご存じの方はほんの２-３名と思

います。菅野宣紀（ひろのり）さんは、７７歳で亡くなら

れ、現在ご健在ならば９８歳です。 

◇菅野宣紀氏略歴 

菅野歯科医院院長（砺波市表町 6-29） 

大正２（1913）年生まれ、平成 2（1990）年 11.28 逝去 

昭和 32（1957）年 3.12 砺波 RC 入会 

昭和 60（1985）年 6.30 退会 
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1965 年度 砺波 RC 会長 

1978 年 井波庄川 RC 特別代表 

昭和 60 年に退会されました。当時、地区ガバナーに推

薦されましたが、健康のこともあったのか、固辞され、そ

のことがきっかけで退会されたようです。（代わって舘金

吾氏がガバナーになられました）菅野氏は、我がクラブが

出来る前年に特別代表という役職につかれました。 

◆特別代表とは 

新クラブ結成のために、地区ガバナーに代わって世話をす

るロータリアン。通常スポンサークラブの堪能な会員の中

から選ばれ、ガバナーが委嘱・任命する。その任務は、新

クラブ設立に必要な R.I.への申請手続きに始まり、創立総

会やチャーターナイトの準備、プログラムの作成や新クラ

ブが軌道にのる迄、約 1 年間、指導・援助する。 

 R.I.への申請手続きが、これがまた大変な作業であり、

まずは会員のリストアップをし、職業分類をしなければな

らないのです。当時井波庄川地区の土建業の方が 7 名おら

れました。当時は 1 業種 1 名ということでしたので、同

郵職業分類にするか困っておられ、アメリカの職業分類に

併せて無理矢理押し込み、英文で申請書を作成されました。 

 菅野代表から教わったことは、例会が儀式のような堅苦

しいものではなく、もっと和気あいあいとした賑やかなも

ののはずということでした。 

① 「例会は儀式にあらず」 

・例会の出席は「童心に帰る」ことが出来る（ポール・

ハリス）…人間性を取り戻すこと 

・例会は「楽しみながら修練を積む道場」である（米

山梅吉） 

・例会は仕事の緊張から解放され、リラックス出来る

息抜きの 1 時間である…私の一番の感想がこれ？競

争者のいない場が例会。 

・例会は奉仕の精神を充電する 1 時間である 

・例会はロータリーの本質である「親睦から奉仕へ」

の出発点であり、ロータリーの基本活動である 

・例会への出席は健康のバロメーターである…高齢者

の会員はこう感じている 

・例会は異業種の人たちとの情報交換の場である 

② 例会でソングをうたう理由？ 

それは、これから始まろうとする例会の雰囲気を和ら

げ，リラックスな親睦ムードを作るため 

・初めてソングを歌ったのは、ロータリーの 5 人目メ

ンバー（印刷屋のハリー・ラグルス） 

・1930 年第 2 回 70 地区大会で日本語 R ソングを作

ることを決定 

・1935 年第 7 回 70 地区大会で「奉仕の理想」など 4

曲の日本語ソングを発表 

・国家は正面の国旗に向かって、R ソングは、会員同

士が向かい合って歌う…これが本当の姿。地区大会な

どで来賓の方を見て下さい。国家は正面、国旗に向か

い、ソングは会場の方を向いて歌われます。例会の歌

は、R ソングだけでなく、民謡でも歌謡曲でもいいの

です。これは、ちょっと気になるミステークです。 

③ ニコニコボックス（スマイルボックス）は、あくまで

も自発的に入れるものであり、決して強制されたり、

罰金としてちょうしゅうされるものではない 

・我国のニコニコ箱は、1936（昭和 11）年大阪 RC

で始まった 

・ニコニコボックスの拠金はクラブ奉仕以外のものに

使うのが原則：クラブ会費はクラブ運営費で奉仕のお

かねは含まない 

・ニコニコボックスは例会を賑わせて親睦を増進させ、

ユーモアに富んだ SAA（ニコニコ委員）の紹介は、

親睦から奉仕へのロータリーの本質を表している 

・ロータリークラブ内では、いかなる罰則も絶対決め

てはならず、いかなる罰金も徴収してはならない 

・ニコニコボックスは無記名で自主的判断で金額を入

れるのが望ましいとされている……時間になりまし

たので、本日はこれまでとさせていただきます。④と

⑤は次の機会にさせて頂きます。 

④ ロータリーの会費はポケットマネーから 

⑤ 出番のないクラブ奉仕委員長 

・クラブ副会長がクラブ奉仕委員長を兼任するわけ 

・クラブ奉仕委員長はクラブ奉仕担当理事であり、そ

の委員は各クラブ奉仕小委員会のメンバーの委員長 

 

……茶字は抄録原稿、黒字は卓話で追加されたものです。 


