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国際ロータリー･テーマ

今年度会長テーマ

第2083回例会 2009.7.2

｢誠心誠意、和をもって｣“事にあたろう”

ロータリーの未来は
あなたの手の中に

■司会：田中例会運営委員長

■点鐘：町田会長

■お客様紹介：五十嵐パスト会長

◆ゲスト：米山奨学生
　　　　　宋慧珍様

◆ゲスト：津久井ＲＣ
　　　　　山本芳昭様

■会長継承式：
　町田直前会長から
　杦山会長へ

■幹事継承式：
　相羽直前幹事から
　高橋(眞)幹事へ

■多摩分区地区役員委嘱状伝達：
◆会員増強委員会委員
　目時俊一会員

◆青少年交換委員会委員
　野澤秀夫会員

◆対人地雷の除去に
　関する特別委員会委員
　神﨑武会員

■国歌：｢君が代｣
　合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣

◆ソングリーダー：
　村田会員
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■幹事報告 高橋幹事

■ガバナー事務所：
　地区役員｢委嘱状｣の受理
　・地区拡大増強委員会委員：目時俊一会員
　・地区青少年育成委員会委員：竹田光明会員
　・地区青少年交換委員会委員：野澤秀夫会員
　・地区対人地雷除去に関する
　　　　　　　特別委員会委員：神﨑武会員

■第2650地区Ｒ情報委員会：
　既存会員のための｢わかりやすいロータリー｣
　発行のお知らせについて
　｢読んでもらう｣ことより｢見てもらう｣情報誌
　1部400円

■東村山市社会福祉協議会：
　平成21年度東村山社会福祉協議会会員継続の
　お願いについて
　団体賛助会員会費　20000円
　納入〆切　21年12月18日
　(参考：07～08年度2万円、08～09年度1万円支出)

■心の東京革命推進協議会：
　心の東京革命推進協議会(青少年育成協会)会報
　第25号の受理と協賛金のお願いについて
　会報→回覧します
　協賛金→毎年1万円支出しています

■回覧：
　｢友｣インターネット速報　No.387
　バギオだより

■化成小学校6年2組
　クラス旅行

我ら一行11名は信州秋山
郷にいきました。厳冬期
には雪に閉ざされ、それ
はもう大変な所とかその
地に入りました。中型バスに乗ること細い山道を
くねくねと湯田中温泉より約2時間運転手さんお
客さんを運ぶのを荷物と間違えている様子。6月
12日～13日今まさに新芽から若葉へと移りゆく色
合いの葉、それよりややお兄さんの様な色をした
木々の葉、新緑とはこの様な風景なのか、高い山
深い谷、谷間に存在するこの地を、平家の落人部
落とも云うそうです。越後の穴藤･逆巻･見倉･中
ノ平･清水河原･結東･前倉･大秋沢と、信州の小赤
沢･屋敷･上ノ原･和山･切明の13の集落の総称が秋
山郷と云うそうです。今でも3～4名の小学校、冬
になりますと、共に寝起きして学ぶ中学生、この
地には通常、越後川口ＩＣよりお米のおいしい津
南町を経て入り、車で2時間、私達は逆の信州中
野ＩＣよりサクランボ食べ放題をして湯田中温泉
で泊まってきたのです。同行11名、化成小学校5
～6年生の時の83歳になります女性と、13～14年
うまれの初老の男4名女性7名の野次さん喜多さん
道中です。1泊旅行はすでに5回を数え、衰えを知
らぬ肥沼先生、と写真を見ながらの反省会毎回盛
り上がります。皆さんもいかがですか。欲も得も
離れ、童心に帰り何々ちゃんと呼び合い、休憩し
た。切明のところでは、緑いっぱいの中、車の後
ろにブルーシートを張って、コーヒーを頂いてい
る夫婦がおりまして、ついつい皆して見とれ、と
ても絵になる光景だなぁと誰かが言った。とても
楽しい旅でした。

■第一回理事会をおえて

昨夜は新年度、初めての理事会でございまして、
新しい理事の方々大変ご苦労さまでございました。
新予算につきましては皆様にご理解とご協力を頂
きたい事がございます。今年度は38名のスタート
でありますので、昨年より1560000円の収入減と
なります。一番に削減致しましたのは各種団体の
助成金でございます。皆様もお気づきの事と思い
ますがテーブルの上から生け花が消えたことです。
各委員会の事業費は従来通りと思って下さい。た
だメンバーの皆さんにお願いしたいこと一つあり
ます。うれしいこと記念すべき事この様な時ぜひ
ニコニコを頂きたいのです。今年度目標1800000
円と設定いたしました。一人当たり45000円です。
月に3500円皆様から頂戴致したいのです。ご説明
いたしますと
20年度繰越金　3456000円
21年度繰越金　2586571円
22年度繰越金　1849571円

この金額等はあくまで暫定ですが、この繰越金の
中には、すでにニコニコと新入会員3名の入会金等、
織り込み済みでございます。でも各委員会の事業
費は手を付けたくございません。クラブの活動を
阻害しクラブの衰退を意味するからです。私は次
年度山本君に繰越金を今年度同様に受け継ぎたい
のです。ニコニコを事業費に繰り込むことは本末
転倒の事と十分承知の事。解かっての上でのお願
いでございます。十分ご理解くださいますこと信
じております。
もう一つポリオ、各種災害義捐金等につきまして
は一律5000円を頂戴し、この中から拠出しますと、
皆様が平等に参加しているとの利点がございます。
東大和に於きましても3年前から導入し皆さんか
ら大変喜ばれている由、ですので我がクラブでも
昨晩の話の中で承認を頂きご報告申し上げ前期の
会費と共にお納め頂きますようにお願いいたしま
す。

■会長報告 杦山会長
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在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

38 32 1 4 94.95

■出席報告 石山例会運営委員

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：3名

■前々回出席率メークアップ修正後：91.43％

■前々会メークアップ者：
　石山会員：所沢中央ＲＣ
　目時会員：秋川ＲＣ
　二ノ宮会員：ＦＲＣゴルフ

◆杦山会長：会員の皆様
　　　　　　一年間よろ
　　　　　　しくお願い
　　　　　　致します。
◆高橋幹事：いよいよス
　　　　　　タート致し
　　　　　　ました。幹
　　　　　　事として一年間頑張ります。皆様よ
　　　　　　ろしく。樺澤先生はじめ5名の皆様
　　　　　　バーミンガム国際大会ご苦労様でし
　　　　　　た。お土産ありがとうございました｡

◆當麻会員、中丸会員：
　　　　　　杦山会長、高橋幹事、一年間頑張り
　　　　　　ましょう。
◆溝井会員：町田さん、相羽さんお疲れ様でした｡
　　　　　　杦山さん高橋さん今年一年よろしく
　　　　　　お願いします。家用に誕生日のお花
　　　　　　ありがとうございます。戸澤さん竹
　　　　　　田さんありがとうございました。
◆樺澤会員：杦山会長、高橋幹事、よろしくお願
　　　　　　い申し上げます。バーミンガム国際
　　　　　　大会、豚さんにも負けず楽しみなが
　　　　　　ら元気に帰国、感謝しております。
　　　　　　昨日は皇太子殿下の御臨席を賜り挙
　　　　　　行されました弁理士制度創立110周
　　　　　　年記念式典に出席し遅くなりました｡
　　　　　　年誌が完成し、河野前幹事さんのご
　　　　　　功績を顧みながら偲んでいただきた
　　　　　　いと存じます。
◆目時会員：一年間ありがとうございました。世
　　　　　　界大会では樺澤委員長いろいろお世
　　　　　　話いただきありがとうございました｡
◆田中会員：一生懸命努めさせていただきます。
　　　　　　よろしくお願いします。
◆二ノ宮会員：
　　　　　　町田直前会長、相羽直前幹事一年間
　　　　　　お疲れ様でした。杦山さん、高橋さ
　　　　　　ん本日米山財団出席の為よろしくお
　　　　　　願いいたします。
◆野澤会員：杦山会長、高橋幹事、今日より一年
　　　　　　間頑張って下さい。
◆山本会員：町田会長、相羽幹事お疲れ様でした｡
　　　　　　杦山会長、高橋幹事、一年間よろし
　　　　　　くお願いします。
◆野崎(一)会員：
　　　　　　杦山会長、高橋幹事、一年間頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆漆原会員：町田直前会長、相羽直前幹事一年間
　　　　　　ご指導ありがとう。杦山会長、高橋
　　　　　　幹事、ご指導よろしく。
◆神﨑会員：杦山会長、高橋幹事、健康に気をつ
　　　　　　け、楽しい一年間であります様頑張
　　　　　　って下さい。
◆相羽会員：一年間幹事させていただきありがと
　　　　　　う。杦山会長、高橋幹事、良きパー
　　　　　　トナーとして一年間お願いします。
◆町田会員：杦山会長、高橋幹事、一年間クラブ
　　　　　　運営よろしくお願いします。
◆五十嵐会員：
　　　　　　杦山会長、高橋幹事、一年間頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆戸澤会員：町田さん、相羽さん一年間ご苦労様
　　　　　　です。杦山会長、高橋幹事これから
　　　　　　一年間頑張って下さい。お手伝いす
　　　　　　ることがありましたら何でもやります｡
◆當間会員：杦山会長、高橋幹事、体に気を付け
　　　　　　て頑張って下さい。
◆高橋(徹)会員：
　　　　　　今年度も皆様宜しくお願い致します｡

■ニコニコＢＯＸ 野村クラブ管理副委員長

◆皆出席：
　嶋田会員(1回目)

◆会員誕生祝月：
　當間会員

◆令夫人誕生祝月：
　隅屋会員、樺澤会員、
　村田会員
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■クラブ協議会

■杦山会長

新年度に寄せて
｢今年度の意気込みを語る｣

会長テーマ、誠心誠意和をもって“事”にあたろう｡
2009～2010年度国際ロータリー、ジョン・ケニー会
長はテーマを｢ロータリーの未来はあなたの手の中に｣
といっておられます。私は100年に一度と言われます、
今日の混迷する経済の中で親睦を、大切にしていき
たいとの思いと、第43代になります、歴史ある東村
山ロータリークラブ会長としての責務の重大さを改
めて感じている所でございます。皆様方のお知恵と、
お力をお借りしながら一年間務めて参ります。どう
ぞよろしくお願いを致します。
☆活動方針
1)会員増強5名
　大変な事と思いますが、メンバーの減少はクラブ
　の活動の場を狭め、活気あるクラブ作りの為にも、
　必要な使命と思い、皆さまのご協力をお願いいた
　します。
2)親睦活動の充実(ロータリーを楽しもう)
　今年度は、沖縄宜野湾ロータリー友好20周年にあ
　たりますので、木下宜野湾ロータリー友好委員長
　を中心に事を起こしていきましょう。1990年5月30
　日に我がクラブより、久米川病院長、阿部士良ガ
　バナーを初め、吉田禎顕地区幹事、前田米蔵地区
　副幹事(この方はとても素敵な芸をお持ちの方でご
　ざいます。)細渕一男会長、市川重副会長、以上の
　方々が沖縄に赴き、宜野湾ロータリー平安座会長
　の元で、会場は沖縄シェラトンホテルに於きまし

■樺澤オン・ツー・
　バーミンガム小委員長

■委員長報告

明治32年に弁理士制度が創設され、昨日は皇太子
殿下のご臨席を賜り挙行されました弁理士制度
110周年記念式典に出席して参りました。
オン・ツー・バーミンガム小委員長として、バー
ミンガム国際大会に、当クラブから5人の会員と、
パストガバナー小澤様、東京秋川クラブの皆様お
よび家族を加えて13人で参加して参り、元気に帰
国できました。バーミンガムは大変に良い天候で、
緑濃いすばらしい街でした。目時団長ほか、参加
者皆様のご協力とご理解で楽しく過ごせたことに
感謝いたしております。
パスト会長として、遅くなりましたが、お蔭さま
で手作りの年誌ができました。2007～08年度にお
ける河野前幹事さんおご功績を顧ながら偲んで頂
きたいと存じます。

■山本クラブ奉仕委員長

初めにご連絡が大変遅くなりました事をお詫び申
し上げます。いよいよ2009～2010年度の活動が始
まります。心新たに気持ちを一つに今年度も活動
出来ますよう下記のように直前会長を初め前幹事、
今年度会長・幹事の慰労と激励の会を下記のよう
に開催いたします。皆様のご出席をよろしくお願
いいたします。
　日時：7月2日(木)　18:30～
　場所：いちまつ
　会費：10000円

本日のニコニコ合計：124,000円
　　累　　　計　　：124,000円

◆木下会員：杦山会長、高橋幹事さん頑張ってく
　　　　　　ださい。
◆山 本 様：久しぶりにお世話になります。
◆小町会員：杦山会長、高橋幹事ゆっくり進んで
　　　　　　下さい。
◆嶋田会員、土方会員、野崎会員：
　　　　　　杦山会長、高橋幹事、本年度ご苦労
　　　　　　様です。一年間よろしく。
◆隅屋会員：例会後、安全祈願のお祓い感謝申し
　　　　　　上げます。ありがとうございます。
◆村田会員：杦山会長、高橋幹事、一年間頑張っ
　　　　　　て下さい。
◆金子会員：杦山会長、高橋幹事、一年間体に気
　　　　　　をつけて。よろしくお願いします。
◆村越会員：野村さんにお願いしてロンドン世界
　　　　　　大会の会場近くでイギリスの国旗を
　　　　　　買ってきて頂きました。ドラム教室
　　　　　　に飾ります。感謝とお礼を込めてこ
　　　　　　れを入れました。
◆野村会員、石山会員：
　　　　　　写真ありがとうございます。
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リアンに向かって発したこの言葉が、今、皆さんに
向けられています。毎年ロータリー指導者のバトン
が次期ロータリー指導者へと引き継がれます。ポール・
ハリスが後継者に渡したバトンが私達に回ってきた
のです。私達は、バトンを渡し続けてきた過去の指
導者達、そして全てのロータリアンに対して、その
信頼を裏切ることなく務めを全うする責任を担って
います。私達は知識と経験を分かち合うために、幾
世代にも渡って受け継がれてきたロータリー指導者
の伝統の一部となるため、新しい考えと熱意をもた
らし、先人の功績を土台として、より良い地区と堅
固なクラブを築き、後継者のために、それを残すこ
とができるように、また｢私達は自分が持っていると
感じる能力によって自分自身の価値を判断するが、
他人は、私達の業績に基づいて私達を判断する｣とい
う詩人ロングフェローの言葉を信じて、私達は集ま
りました。104年前、明確な理念に基づき創設されま
した。それは、知性と道徳観念を備えた善良な人々
が集まれば、一人でやるよりはるかに多くを達成で
きるという考えでした。ロータリーとは決して普遍
的な概念ではなく、誰に入会を認める事を厳選する
組織であり、それは私達のあるべき姿です。ロータ
リアンとは、賢明な判断力と優れた技量を備え、誠
実さをもって立派な行いをする気骨ある人間でなけ
ればならないのです。私が常に思うことはロータリ
ーがボランティアよる団体であり、その会員すべて
が指導的立場にある人々であることを忘れてはなら
ない点です。そのような人々を前にして話すとき、
説き伏せたり、要求したりすべきではないと思って
おります。すべてのロータリークラブは自立した存
在であるべきである。ロータリーの要はクラブです。
ドワイト・アイゼンハワー大統領はかつてこのよう
に言いました。｢指導者としての最高の資質とは、紛
れもなく高潔さである。この資質なしに、本当の成
功はありえない。｣ロータリーではみんなこの言葉が
真実と知っています。ロータリアンとして、私達は
その価値観を高らかに宣言し、それに忠実に生きな
ければなりません。みなさんはロータリアンなのです。
ロータリーでの役職は毎年変わりますが、ロータリ
アンは変わらずにロータリアンです。ロータリアン
である私達は、皆、この素晴らしい組織に対して責
任があります。ニュートンの言葉を紹介しましょう。
｢私が(ほかの人より)遠くを見ることができたとする
なら、それは私が巨人たちの肩の上に立っているから、
に他ならない｣。幾世代ものロータリアンの肩の上に
立っている私達は、ロータリーの未来を決定する責
務があります。この理由をもって、2009～10年度の
テーマを｢ロータリーの未来はあなたの手の中に｣と
しました。ロータリーの未来はエバンストンにある
ＲＩ本部で形づくられるのではなく、ロータリーク
ラブによって形成されるのです。強いロータリーを
守り抜く為に行うことが、ロータリアンとして私達
一人ひとりのためになります。みんなの為にロータ
リーの針路を決めるのは、私達自身の日頃の行動で
あり決定です。
会員増強分野においては、私は新しいプログラムを
設けたり、現実的でない目標を新たに設けたりする
ことはいたしません。代わりに、年度末には年度の
初めに比べ、会費を納めている正会員が増えている
ものと、責任感あるロータリアンの皆さんに信頼を
託すのみです。また会員の維持が勧誘と同様に重要

　て友好クラブとしての調印が厳粛の中にとり行わ
　れました。それから20年、成人式を挙げる年月が
　経過を致しました。その間幾多の交流があった事
　でしょうか。年次大会には沖縄から毎年大挙して
　東京までいらっしゃいます。先のＩＭに於きまし
　ても目時ガバナー補佐、野澤実行委員長、大変な
　お骨折りの事でしたでしょう。おひらきに成りま
　した後、天空の場に於きまして、懇親の場を設け
　宜野湾ロータリーの方々と共に親しく歓談をいた
　した事、今だ昨日のような気が致します。35周年
　に於きましては、友好クラブとして沖縄の伝統芸
　能など披露していただいております。先輩の方々
　におかれましても、思い出深いことも有ることで
　しょう。宜野湾に行きまして合同例会など、いか
　がでしょうか。戦後65年あの忌まわしい戦争を知
　っていますのは、私が今70歳ですから、当時は国
　民尋常高等小学校1年生でした。空襲警報が鳴り響
　き机の下にもぐって、上級生の方が迎えに来ると、
　家まで送ってくれました。4月に入学して8月15日
　の終戦まで、その繰り返しです。勉強すらままな
　らぬ時代でした。敗戦になってからは食糧事情は
　悪くなる一方でした。ですから戦争を知らない世
　代の方がいっぱいです。どこかで大変ご苦労され
　た方々に対し、お線香の一本でもたむけたいと思
　っております。
　米山奨学会漆原委員長さんからも米山梅吉翁の徳
　を偲び見学等とのご意見が出ておりますので、検
　討をして参りたいと思っております。
　青少年奉仕小町委員長さんと話し合いながら、中
　学生野球大会など、若い人達が真剣勝負している
　グランドで全員で応援する、彼らも撚り力が発揮
　され、素敵なスポーツの祭典の一助にもなるので
　はないでしょうか。あの當麻会長西武球場での思
　い出深い、記念事業は今でも球場に立った球児の
　生き生きとした顔が脳裏に映ります。私もプロ野
　球選手の人達が活躍をする、あの人工芝の感触、
　みんな初めての経験だったのではないでしょうか。
　本当に良かったね、の一言です。
3)炉辺会合の充実(ロータリーを語ろう)
　会員研修當麻委員長に今年度3回位はお願いしてお
　りますので、出席されました方々が、皆さんが何
　でもいい一言ずつ意見等を持てる会合になればと
　期待しております。
4)社会奉仕活動の継続(地域社会に対して何が貢献で
　きるか、市民産業まつり等)
　當間委員長の元で協力をして参りたいと思ってお
　ります。以上の事柄ですが大変欲張った事柄と思
　いますが、全員参加を目指し事業を進めてまいり
　たいと思う気持ちでいっぱいでございます。皆さ
　まのご協力のほどお願いを致します。

ここでＲＩ会長のテーマ｢ロータリーの未来はあなた
の手の中に｣についてお話されました事を紹介させて
頂きます。
96年前の1913年、ニューヨークのバッファローで開
かれたロータリー大会で、ポール・ハリスはこのよ
うに言いました。｢良きロータリアンとなるには昨日
より今日のほうが多くの努力を伴います。そして今
日より明日のほうが、もっと多くの努力を求められ
るでしょう。皆さんがそのロータリアンなのです。
明日のリーダーです｡｣とポール・ハリスが、ロータ
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■点鐘：杦山会長

ロータリアンが団結して｢新幹線｣になること、つま
り、チームワークを意識してよりよい奉仕を行って
いくことです。ひとりは皆のために、皆は一人のた
めに働く新幹線。私達の活動に意味を持たせ、創造
的な奉仕を行う新幹線。ロータリーに非常に必要と
されている、この新幹線効果を実践できれば、ロー
タリーには必ず明るい未来が訪れます。私はこの教
えを教訓として一年間務めて参ります。どうぞよろ
しくお願いをいたします。

①6月度収支明細報告
　承認されました

②2008～2009年度決算について
　承認されました

③2009～2010年度予算案について
　承認されました

④例会変更(案)について
　<例会振替>
　8/20(木)→8/22(土)家族親睦花火大会
　10/22(木)→10/27(火)ＦＲＣ：ホスト東大和ＲＣ
　12/24(木)→12/19(土)クリスマス家族親睦例会
　2/18(木)→2/16(火)～17(水)
　　　　　　地区大会：ホスト秋川ＲＣ
　3/4(木)→3/3(水)多摩分区ＩＭ：ホスト福生ＲＣ
　<休会>
　8/13(木)→お盆休みの為
　9/24(木)→19(土)～25(水)5連休明けの為
　10/8(木)→5週あるので1回休み
　12/31(木)→年末休日の為
　以上、承認されました

⑤その他
　1)インターアクト協賛金(3万円)の件
　2)八坂神社例大祭奉納金(1万円)の件
　3)10/29(木)クラブ協議会(11/5(木)ガバナー公
　　式訪問に向けてのリハーサル等)
　4)各種募金の取り扱いについて
　　事前に会員一人5000円を集金し、その中から
　　支出する。
　　(ポリオ3000円を含む。その他2000円)
　5)産業祭(11/7(土)～8(日)2日間)参加者の取り
　　扱いについて
　　メーキャップの対象とみなす案
　6)心の東京革命　10000円の協賛
　7)社会福祉協議会
　　20000円→10000円に昨年度減額
　　今年も10000円
　8)ゴルフ同好会　50000円の補助金
　以上、承認されました

■第1回(7月度)理事･役員会

であることを踏まえ、皆さんが新会員の世話を十分
に行ってくださるものと信じております。
ロータリーでは、すべてがクラブで始まり、クラブ
で終わります。クラブは協力し合うことを知ってい
ます。所属地区との協力はもちろん、財団からの支
援の下、ほかのクラブや地区とも力を合わせています。
究極的には、私達が達成することは、すべてのクラ
ブの力のなせる業であるといえるでしょう。ですから、
クラブはどこでどのように奉仕をするのがベストか
を決める自治権を持たなくてはなりません。私達の
仕事は、ある年度に決められた分野の奉仕のみを行
うべきだと、クラブに押し付けることはないのです。
しかし私達は発展し続けるために、奉仕における継
続性を目指します。強調事項を掲げロータリーの奉
仕を最も必要とし、その奉仕から最も多くを得られ
る様々な分野にエネルギーを向けるよう向上は、今
後も強調事項として掲げられていくことでしょう。
ここで視点を変えてリーダーシップとは。
ロータリーにおけるリーダーシップは他のいかなる
リーダーシップとも異なる事を理解して頂きたく思
います。他の団体やグループでは誰かが命令を出して、
周りの人がそれに従います。これは縦型のリーダー
シップっと呼ばれます。一方、ロータリーでは全員
がボランティアですから、皆が同じ船に乗っている
ようなものです。これは横型のリーダーシップと呼
ばれます。私達が他団体と違うのは、他者へ奉仕し
ようという意志があることです。それは意欲の賜で
あり、人々を前進させる原動力になっています。意
欲は内なる炎であります。ジョン・ガードナーはこ
う言っています。｢世界を動かしているのは、意欲溢
れる人々、情熱に満ちた人々、強い目的意識をもっ
た人、または揺るぎない信念を持つ人々だ｣と。だか
らこそ、私達はロータリアンを大切にしなければな
らないのです。彼らこそ、ロータリーを突き動かす力、
即ち、人道的な動力であります。組織を一つに纏め
る接合剤であり、ロータリーの発展と奉仕の鍵を握
る存在です。会員一人一人に対し、感謝しなければ
なりません。ジョン・デューイの言葉を借りれば｢人
間が最も必要とするのは、自己の重要性を確かめた
いとする欲望｣なのです。ですから、誰もがこの思い
を満たされるようにしなくてはなりません。一人一
人かけがえのない存在ですから､平等に感謝し、評価
して下さい。それぞれに価値があり、それぞれが奉
仕を行い、誰一人たりとも欠くことはできません。
みんなが団結すれば、もっと違った結果が生まれ、
ロータリーは一層充実した団体となり、奉仕に対す
るより一層の積極性と熱意が生まれることになるで
しょう。ここで重要な事は、チームワークです。ロ
ータリーのこれからの発展と成功を実現するために、
皆様がなすべき事は何でしょうか。未来はあなたの
手の中にあります。全員が真の職業倫理を理解した
チーム作りです。ひとつには｢新幹線｣の様なチーム
です。新幹線とは何でしょうか。新幹線は日本で開
発された当時、他に匹敵するものが無い速さで世界
を圧倒し、一躍有名になった高速電車です。新幹線
の速さの秘密は、各車両に取り付けられた小さなエ
ンジンです。これらを合わせた動力が何よりも速く、
効率的に瞬時にスピードを発揮します。個々のモー
ターの力を合わせて、一斉に電車全体を動かすのが
新幹線効果です。ロータリーが各車両にエンジンを
備えた大きな電車であると想像してみて下さい。


