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■会長:堀内満喜子君■幹事:佐藤浩美君
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世界遺産とメイキャップ

ヴィクトリアの滝

ジンバブエ・ハラレロータリークラブ

ジンバブエ ハラレロータリークラブの歴史
アフリカにおけるロータリーの歴史は、南アフリカのヨハ
ネスブルグ・ロータリー・クラブが設立された1921年にさ
かのぼります。 1929年、エジプトのカイロ・ロータリー・
クラブはロータリーを北アフリカに持ち込み、 1930年に
ジンバブエ共和国・ハラレロータリー・クラブは設立さ
れ、ケープからカイロへの鉄道線を建設し、経済的に荒
廃地を開発するという野心を持っていた人たちによって
設立されました。1980年の英国からの独立運動の結果、
国名はジンバブエに変わり、数年後、首都の名前はソー
ルズベリーからハラレに変わった。 現在、51カ国のアフ
リカ諸国800カ所に2万人以上のロータリアンがいます。

会長挨拶

会長 堀内満喜子君

委員会セミナーに参加して
こんにちは！皆さんのテーブルに私の写真付きの新聞記
事をお配りさせていただきすみません。8月30日の朝刊の
「この人」というコーナーに杉村広報委員長のおかげで出さ
せていただく事ができました。杉村広報委員長ありがとうご
ざいました。三島RCの広報活動になりました。今日は19日
に入会予定の太田成幸（なるゆき）さんが、一回目の出席
としていらっしゃいました。皆さんどうかよろしくお願い致します。
平成最後の夏もようやく終わりました。今年の夏は猛暑続き
でとても大変でしたね。9月に入り少しずつ気温も下がってく
れると思います。涼しくなるのも、もう少しです。涼しさがほん
とうに待ち遠しいですね・・・
8月8日のガバナー公式訪問も無事終わり、ホストクラブとし
て皆様方には、ご協力いただき大変感謝しています。他ク
ラブからもとても良いガバナー公式訪問だったと評価もい
ただき嬉しく思います。11日には高木ロータリー財団委員
長と静岡グランシップで開催されたセミナーに出席してきま
した。16日は三嶋大社の例祭に参加し、22日は日本平ホ
テルにて夏の家族例会。25・26日は御殿場YMCAにて青
少年交換委員会主催の帰国報告会、そしてインバウンド５
名のオリエンテーションがあり、星合国際奉仕委員長、加
藤青少年委員長、髙原地区学友委員長に参加していただ
きました。インバウンドの高校生５名は無事、富士山登頂で
きましたことを報告いたします。９月2日（日）は、河口湖の
富士レークホテルにて、杉山社会奉仕委員長・星合国際
奉仕委員長と一緒に合同セミナーに参加しました。卓話の
時間に杉山社会奉仕委員長に報告していただきたいと思
います。各委員会に参加した感想は、行きと帰りでは各委
員長さん達の心に変化があったことを感じました。この変化
はこれからのロータリー活動に、いい影響をもたらすことに
なると信じています。各委員長さんありがとうございました。

クラブ会長指針

ＣＨＡＮＣＥ
ｔｏ ＣＨＡＮＧＥ
想いを形にしよう！

ヤフーの「内藤 剛」氏が講演でいった言葉。「来たときより
も美しく」。この河口湖に行く朝、伊豆縦貫道から新東名の
インターに入る所で警察に捕まってしまいました。私が後部
座席でシートベルトをしていなかったためです。運転してい
た杉山君には本当に申し訳なく思っています。すみません
でした…皆さんも後部座席のシートベルトはして下さいね。

出席報告
出席総数

出席率

前々回

３９／４４

８８．６４％

４１／４４

今 回

３５／４３

８１．４０％

会員総数：４５名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率
９３．１８％

＜欠席者＞
・加藤君 ・久保田君 ・住本君 ・関君 ・高原君
・中村君 ・星合君 ・山本君

ゲスト・ビジター
太田成幸さん（小野徹君・山田君のゲスト）

幹事報告

幹事 佐藤浩美君

①報告が遅くなり申し訳ないのですが、会員の塚田冷子
君より、申し出があり理事・役員会で承認を得て、出席免
除となりました。
②来週１２日の卓話は、杉村君の予定でしたが都合により、
山岡君に変更になりました。
③本日の卓話は、杉山君と星合君（代読で河田君）です。
よろしくお願いします。
④伊東西ＲＣ創立４０周年・記念ゴルフ大会出席依頼がき
ております。 参加希望の方はお申し出ください。
⑤平成３０年度三島市伊豆市伊豆の国市函南町市民後
見人養成研修受講者募集ポスター掲示お願いと、募集依頼！
⑥例会終了後、理事・役員会を行います。
ＲＩ会長

バリー・ラシン

ロータリー ： 変化をもたらす
インスピレーションになろう

卓話
杉山 潔君
国際ロータリー第２６２０地区
２０１８－２０１９年度
社会奉仕・国際奉仕合同セミナー
日時：２０１８年９月２日（日）
会場：富士レークホテル７階
参加者：２１１名。
星野 喜忠ガバナー挨拶
ロータリークラブの奉仕活動は、クラブ奉仕・職業奉仕・社
会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕を軸に展開している。一番
の軸でないかと、時々活動の視点を変えて頂きたい。社
会奉仕・国際奉仕セミナーは、未来志向のセミナーです。
米山梅吉翁は１９２０年に東京クラブを設立し、さらい年１００
年になる。１０年後、２０年後のロータリーは大丈夫でしょうか
？我々がさらなる１００年後のロータリークラブを作っていき
ましょう。
生子 哲男ＰＤＧ／国際奉仕委員会アドバイザー挨拶
奉仕活動の五大奉仕がある。どの部門においてもロータリ
ークラブの精神をもってやることになる。ヤフー内藤剛氏、
大塚良重氏のお二人の講演があるが、参考になる事を取
り入れてやって頂きたい。
梶原 秀博社会奉仕委員長挨拶
ロータリーにおいては、綱領に明記された「奉仕の理想」と
される①クラブ奉仕②職業奉仕③社会奉仕④国際奉仕
⑤青少年奉仕の五大奉仕活動をクラブの「理念及び実践
の枠組」としております。故に、今回は「社会奉仕」と「国際
奉仕」の両委員会が合同でセミナーを行い、我が国だけ
ではなく、国際的な奉仕活動を含め、幅広い分野での活
動を見据えてのセミナーにしたいと考えております。あらた
めて「ロータリークラブの奉仕とは」を考えて頂きたい。
渡辺 英之国際奉仕委員長挨拶
山梨県南都留郡富士河口湖町は、日本で一番長い町名
であす。覚えておいてください。人口減少、高齢化が進む
のは、ロータリークラブの各クラブにおいても同じ。星野ガ
バナーの改革が未来の見本となると考えます。日本が援
助されるような時代が来るかもしれない。国際奉仕も見直
す必要があると考えます。
講演：
「ヤフーが考える地域への取組み」：ＵＰＤＡＴＥ、この町に
２１１８年１００年先に何を残すか？
講師：内藤 剛氏
本日の私のスタンスは、民間の視点、ファンの視点で、パ
ソコンよりスマートフォンで情報を取るようになってきている
現在、インターネットの持つ素晴らしい力を活かした、ヤフ
ーが挑戦する社会課題解決の取組みをお話いたします。
まず、ヤフーは、企業組織は何故存続するのか？常にそ
の原点に帰るようにしています。
企業組織が何故存続するのか？それは「目的」を達成す
る為です。それでは、企業の「目的」とは、やりたいことが有

るからです。企業の存在「目的」は、「理念・志し・ミッショ
ン・使命」です。何かを成し遂げたい想いがあること。事業
をする事、お金を稼ぐ事は、究極の目的ではない。目的を
実現する「方法」が事業である。事業があるからお金を稼ぐ
事が出来る。
ソフトバンクの理念は、「情報革命で人を幸せにする」で
す。１００年後の事業は解かりません。ヤフーの理念・ミッ
ションは、「情報技術で人々や社会の課題を解決する」で
す。１００年後はこのサービスは提供してないが、企業姿勢
は変わりません。
経営において一番大切な事は何か？「売上・利益・時価
総額」も大切だが、「ミッション・志し・理念」である。理念実
現に向けて、個人より組織の方が圧倒的に有利な事、組
織は個人より長寿、個人より力持ちです。企業理念を心の
底から信じ、実現に向けて頑張る社員が居る会社であれ
ば万全です。その事例として、世界最長寿の会社、創立５
７８年「金剛組」の紹介がありました。
ヤフーは「理念」が一番大事。それを実践する為に「事業」
を行なう。事業の担い手の為に「組織」が在ると考えます。
「富士山憲章」１９９８年に制定。富士山を軸に言い切る。
「富士山憲章」
富士山は、その雄大さ、気高さにより、古くから人々に深い
感銘を与え、「心のふるさと」として親しまれ、愛されてきた
山です。
富士山は、多様な自然の豊かさとともに、原生林をはじめ
貴重な動植物の分布など、学術的にも高い価値を持って
います。
富士山は、私たちにとって、美しい景観や豊富な地下水な
どの恵みをもたらしています。この恵みは、特色ある地域社
会を形成し、潤いに満ちた文化を育んできました。
しかし、自然に対する過度の利用や社会経済活動などの
人々の営みは、富士山の自然環境に様々な影響を及ぼし
ています。富士山の貴重な自然は、一度壊れると復元す
ることは非常に困難です。
富士山は、自然、景観、歴史・文化のどれひとつをとって
も、人間社会を写し出す鏡であり、富士山と人との共生
は、私たちの最も重要な課題です。
私たちは、今を生きる人々だけでなく、未来の子供たちの
ため、その自然環境の保全に取り組んでいきます。
今こそ、私たちは、富士山を愛する多くの人々の思いを結
集し、保護と適正な利用のもとに、富士山を国民の財産と
して、世界に誇る日本のシンボルとして、後世に引き継い
でいくことを決意します。
よって、静岡・山梨両県は、ここに富士山憲章を定めます。
1 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう
1 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう
1 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図
ろう
1 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行
動しよう
1 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承し
よう
成功の定義＝「富士山憲章という理念・志に近づいたか？
」が鍵！
河口湖、富士山が１００年後、例えば、
・町から大都市に、人口が１０倍になった。
・大工場を誘致して、ＧＤＰが１０倍になった。

・カジノ誘致等・・・・
何かをやるたびに、問い続ける事が大切。
１９９８年制定時の２０年前と比べて、憲章が物差しで、それ
を使って、「嫌いだ」（憲章の裏返し）、「好きだ」、１００年先
に何を残すか？憲章を実現すること。
そして、それを実現する戦略と方針が大切。「ワンチーム
河口湖」その理念を実現する為に事業をする。そのヒントと
して、① 「選択と集中」何をするか？強みに集中する。集
中する事が出来る。② やることよりも、やらないことを決め
る。やらない事を決めると集中する事が出来る。理念にプ
ラスになる事に集中し、マイナスになる事をやらない。
「こんな事業が一杯増えてくれたら嬉しい」
・インフラ：道路
・教育：プログラミング
・言葉
・自動車：ＣＯ２を排出しない電気自動車、馬
・観光 ・景観：泳げる湖、飲めるくらい
・スポーツ：山や湖を楽しめる
・食：地元のもの
・企業誘致 ・建設
１００年前と今と景色が変わらない事も良いこと。これだけは
変えないようにしようヨ！
「小さな変化、やり抜く力＝巨大な変化」
３％を１００回繰り返すと２０倍になる。障害を毎年３％減らす
と、１００年後今より２０倍美しい町になる。
「楽しい機会を与える」
・ＩＴ人材育成（学生・社会人向け）：ＥＣ人財育成
・ＩＴ人材育成（高校生向け）
：デジタル人財育成
・ＩＴ人材育成（子供向け）
：Ｈａｃｋ Ｋｉｄｓ
「まとめ」：
・憲章を実現する町になる。継承しよう。
・その為に事業を皆でやる。
・３％の変化を１００年続け、２０倍の巨大な変化を実現する。
・ＵＰＤＡＴＥで、地方の地域の不安や不満を明日の希望
に変えていきたい。
・「来た時よりも美しく」生まれた時より、世の中を１ｍｍでも
いいから美しくして渡したい。１ｍｍでも良い会社に成った
なァと思って辞めていきたい。現在の平均寿命は８０歳。今
生まれた子は平均寿命が１００歳になる可能性があるから、
お孫さん達の地域・故郷・日本を、私達が生まれた時より
善くしていきたい。
「質疑」：
質問「理念を社員とどのように共有しているか？」
答え「社員証の裏に企業理念が刺さっている。これから判
断することが理念と合ってい
るかと考える。ポスター・朝礼はすり込み、継続する事が大
切。」
ひとり語り「魁の人 米山梅吉」
演者：大塚 良重氏
星野 喜忠ガバナー「講評」
久しぶりに感動した。「私達はロータリーに居るんだなァ」と
感動した。米山梅吉翁の１００年前の、あの時の奉仕の精
神で進んでもらいたい。
ロータリアンのあなたは、自然を愛せますか？故郷を愛せ
ますか？人を愛せますか？講評に成らない感動を述べさ
せてもらいました。

卓話
星合義弘君
９月２日午前10時に三島を出発して、山梨県南都留郡富
士河口湖町船津の富士ﾚｰｸﾎﾃﾙで開催された、国際ﾛｰ
ﾀﾘｰ第2620地区、社会奉仕・国際奉仕合同ｾﾐﾅｰに、堀
内会長、杉山社会奉仕委員長と共に出席しました。
会場の富士ﾚｰｸﾎﾃﾙは、昭和７年ｱﾒﾘｶ帰りのﾄﾞｸﾀｰに
より「富士山麓の湖畔宿」として創業されたそうです。
館内はﾊﾞﾘｱﾌﾘｰになっており、最上階７階のｾﾐﾅｰ会場
の大きな窓からは、満々と水をたたえた風光明媚な河口
湖が目の前に広がり、気分が和みます。この場所で例会を
開催している、河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞがうらやましく感じまし
た。
今回のｾﾐﾅｰは静岡・山梨県内より総勢２１１名の出席者
で午後１時 星野ｶﾞﾊﾞﾅｰのいつもの「この鐘は純金製です」
「嘘です」の開会点鐘で始まり、社会奉仕委員会副委員長
の開会挨拶、社会奉仕委員会委員長の出席者紹介、星
野ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶、生子ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶と続き、定刻通り
午後１時30分からﾔﾌｰ株式会社 SR統括推進本部 地方
創生統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰの内藤 剛 （ないとう ごう）氏の講演
が始まりました。
演題は「ﾔﾌｰが考える地域への取り組み」
んっ、奉仕活動にどう絡んでくるのと思いましたが、冒頭の
星野ｶﾞﾊﾞﾅｰのご挨拶の中で、奉仕活動を違った観点か
ら、本日の講和から奉仕活動のﾋﾝﾄをつかんで下さいと、
おっしゃっていましたので、よし、しっかりﾉｰﾄを取るぞ思い
ました。
講演会はﾔﾌｰの企業活動のPRから始まり、100年後の富
士山、河口湖を民間の視点、ﾌｧﾝ視点としてとらえる。ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄのﾊﾟﾜｰを届けたい。いまや、ﾊﾟｿｺﾝよりｽﾏｰﾄﾎﾝ
の利用者が多いなどの話がありました。企業の目的は、
金、理念、志、ﾐｯｼｮﾝ、使命とし、事業という方法で実現す
る。経営において一番大切なことは企業理念であると、述
べらました。
理念とは？辞書を引きました。・・・ある物事についての、
こうあるべきだという根本の考えとありました。
では、ﾛｰﾀﾘｰの理念とは？
ﾛｰﾀﾘｰの基本理念は、ﾛｰﾀﾘｱﾝ共通の目的や指針とし
て、長い年月をかけて形づくられたものです。互いの関係
や行動の土台として、世界中のﾛｰﾀﾘｱﾝがこれらの理念
を大切にしています。
と、ありますがいまいち解りません。では、目的は？
ﾛｰﾀﾘｰの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理
念を奨励し、これを育むことにある。具体的には4つの項
目、そして４つのﾃｽﾄがありますが、皆様には、馬の耳に念
仏ではなく、釈迦に説法で しょうからここでは割愛します。
次に、理念実現に向けて、個人より組織が圧倒的に有利
である。組織は個人より長寿、個人より力強大。これはﾛｰﾀ
ﾘｰの組織にも通じるものがあると思います。一人一人の奉
仕は小さくても、数が集まれば、大きな奉仕になります。理
念を一番にとらえ、二番に事業、三番に組織とし、その三
角形を回していくことにより、理念実現を目指していきます。
その後,会場が河口湖湖畔だったので、富士山や河口湖
の周辺にとっての勝利（繁栄）とは？20年後の、こんな富士
山や河口湖が好きだ！ 20年後のこんな富士山や河口湖

が好きだ！ 20年後のこんな富士山や河口湖は嫌いだ！
の具体例が示されました。
20年後の三島ﾛｰﾀﾘｰはこうなっていたら良いな、こうなっ
ていたら嫌だなと,考えてみると面白いかもしれません。
富士山の100年先に何を残すか？ それは富士山憲章
を実現するための具体的活動をする。富士山憲章は平成
10年静岡・山梨両県により制定されました。講師が素晴らし
い憲章だと、ほめていました。
静岡県生まれで、毎日ﾄｲﾚや洗面所の窓から世界遺産
の富士山を眺めている私は、この憲章の存在を、全く知りま
せんでした。皆様はもちろんご存知でしょう。 （ 杉 山 君 の 原
稿参照）
１年３％の変化を100回繰り返すと100年後には20倍になる
そうです。事業化するﾋﾝﾄは自分たちの強みを活かして、
選択と集中をする。 やることよりも、やらないことを決める。
理念にﾌﾟﾗｽになることに集中して、ﾏｲﾅｽは一切やらない
こと。色々と変化していく中で、これだけは絶対に変えない
事を決めること。そして、講師の来た時よりも美しく。残すも
のは感謝のみ。生まれた時の町より死ぬときに少しでも町を
美しくしたい。という言葉から ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会した時よ
りも、退会する時にｸﾗﾌﾞを良いものにしたいと思いました。
休憩を挟んでの第二部は、大塚 良重（おおつか よし
え）氏の ひとり語り でしたが、前年度2月のＩＭと同じ内容
でしたので、ここでは割愛します。
その後、星野ｶﾞﾊﾞﾅｰの講評、国際奉仕委員会副委員
長の閉会挨拶と続き、午後３時25分閉会点鐘しました。
山梨土産の定番、桔梗屋の信玄餅を買い、帰りも杉山さ
んの車に乗せて頂き、ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄをしっかり締めて帰途に着
きましたが、道中、今日のｾﾐﾅｰの内容を頭の中で整理し
ました。
企業を長く続けるためには、企業理念や事業ももちろん
大切ですが、倒産してしまったら元も子もない。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ
ﾌﾞも会員が減っていって無くなったりしたら何もならない。
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの 二本柱は奉仕と親睦ですが、当ﾛｰﾀﾘ
ｰｸﾗﾌﾞは会員の減少、高齢化問題がありますので会員増
強、維持を加えた三本柱で、やっていかなければならない
し、その中でも会員増強、維持の事業を一番にやるべきだ
と切に思いました。

●古口美知子君

8月8日、同居している娘に5人目の男の孫が生まれまし
た。長女に女の子2人、同居の二女に男の子3人です。
衣類は同姓だと助かりますが、嵐のような日々になりそう
です。
●渡辺 光信君

この度は、「国土交通大臣表彰」という名誉ある賞を賜り
ました。「松並木と一里塚を守る会）の活動に対するもの
であり、多くの皆様方のご理解・ご支援によるものと大変
感謝しております。1980年代、松くい虫をつきにくくしよう
と、松並木周辺で草刈りを中心とした清掃活動を始め、
95年には「守る会」を設立、地元の錦田中学校の生徒会
を巻き込んで活動を拡大しました。そして「歴史ある松並
木を私たちの宝として将来の世代にも守ってほしい）との
思いで、偶数月に1回続けています。東海道新幹線や東
名高速道路が開通しても、東海道（国道1号）は東西を
結ぶ主要な道路です。かつては旅人泣かせの箱根旧街
道も今ではハイキングを楽しむ観光客に人気であり、多く
のハイカーが松並木を通り抜けていきます。私は今回の
受賞を励みに、これからもこの活動の継続と発展に尽力
していきたいと思います。
●小野 徹・山田 敏博君

新規入会予定の太田成幸さんです。よろしくお願いいた
します。

会員祝事
会員誕生日：高原敏廣君 渡辺妙子君 勝又幹雄君
入会記念日：渡辺光信君 木下晋一君 渡辺脩助君
福士博光君 堀内満喜子君 小沼孝次君
伊丹克明君 山田敏博君 山岡修一君
結婚記念日：住本慶一郎君 伊丹克明君

米山梅吉記念館秋季例祭
場所：米山梅吉記念館ホール
日時：平成30年９月15日（土）１４：００～
受付 １３：００～
式典 １４：００ 米山梅吉生誕１５０周年
講演 １４：３０ 櫻井祥行氏
「伊豆と世界史」
アトラクション １６：００ アンサンブルFEP
懇親会 １６：４５～

