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本日の行事予定 (2016 年 10 月 7 日) 

第 3079 回例会 

卓話担当：社会奉仕委員長 八谷潤一君 

講  師：津島ガイドボランティア 

会長 大橋忠彦氏 

会長補佐 岩崎勝明氏 

演  題：「津島ガイドボランティア活動に 

ついて」 

 
合併号 

先々回の記録 

第 3077 回 ’16 年 9 月 16 日（金）晴れ 

卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：マスターズ愛知商業高校野球部 

     ＯＢクラブ監督 吉川博義氏 

演  題：「日本の野球の歴史 

～野球は楽しい～」 

ストレッチ体操 山田公男君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー  山本達彦君 
会 員 総 数  67名    8月 26日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率 96.88％ 
超 過 出 席 伊藤基君(津島東高校ＩＡＣ例会) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

私もスポーツは大好きな

方で、今までにも幾つかの

感動シーンを思い出すこと

ができます。小学校はソフ

トボール、中学と高校では

バスケットボール、大学で

はバレーボールとあまり強くないチームでしたが、

レギュラーでやってきました。 

現在趣味でやっているゴルフも、若いころから

クラブを持ったことはあったのですが、激しいス

ポーツばかりやっていましたので、個人競技では

スキーとかテニスの方が好きでした。 

現在は殆ど観戦ですが、最近はオリンピックや

ゴルフ、テニス、バレー、野球、サッカー、ラグ

ビーとテレビで簡単に見ることができますので、

ありがたいと思います。現在リオで行われていま

すパラリンピック、18日の閉会式に向け熱く開催

されていますが、日本選手の活躍は素晴らしいと

思っています。 

パラリンピックは 1948 年のロンドンオリンピ

ックで、イギリスの病院でストーク・マンデビル

競技大会として戦争で負傷した兵士にリハビリテ

ーションとして「手術よりスポーツを」の理念で

始められました。その後国際大会となり 1960年に

ストーク・マンデビル大会委員会が組織され第１

回パラリンピックと呼ばれているようです。パラ

リンピックは脊椎損傷等による下半身麻痺者の

「パラプレジア」と、「オリンピック」の造語だ

ったとのことです。 

オリンピックの精神は有名なクーベルタン男爵

の「参加することに意義がある」であります。今

回問題になったロシアのドーピング禁止違犯問題

は本来的な意味に抵触すると思われます。オリン

ピック憲章の 3 に「オリンピズムの目標は、あら

ゆる場でスポーツを人間の調和のとれた発育に役

立てることにある。またその目的は、人間の尊厳

を保つことに重きを置く平和な社会の確立を奨励

することにある。この趣意において、オリンピッ

ク・ムーブメントは単独または他組織の協力によ

り、その行使し得る手段の範囲内で平和を推進す

る活動に従事する」とあります。 

内容からすると世界平和のための奉仕活動を進

めているロータリーとつながる内容でもあると思

います。また昨今の問題を顧みると、パラリンピ

ックの方が人間的でありオリンピック本来の姿を

残していると同時に、オリンピック精神に合致す

る点が多いのではとも思います。 

現在私の趣味のスポーツはといえばやはりゴル

フになりますが、なかなかうまくなりません。数

年前にあまロータリーとの合同コンペで 130 を叩

き、ダントツのブービーメーカーになって以来少
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し奮起しまして真面目に取り組んでいますが、非

常に難しいスポーツで手強い相手に手を焼いてい

ます。同時に奥が深いスポーツだと思っています。 

いつも津島ロータリーの皆さんにはご指導いただ

いていますが、勝った負けたも楽しめることや、

年代や技の実力によるハンディもうまくできてい

る点はパラリンピックのルールに似ているとも思

われます。同時に結果が自己責任である点が大変

面白いと思っています。 

最近は自分のスコアーカードを自宅で見ながら

あのショットはなーと思い出しながら、あれこれ

考え楽しめるようになりました。これからもでき

るだけ長くプレイし、なんとか将来エージシュー

トができるような人生を送りたいと思っています。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 9 月 21 日(水)にＩＡＣ

例会が津島東高校にて

午後 4時より開催されま

す。メークアップになり

ますのでご参加下さい。 

 9 月 22 日(木)に名古屋

キャッスルプラザホテルに於いて地区青少年

サミットが開催されます。わたくし幹事が出

席いたします。この場で、中西里緒さんの帰

国報告も予定されています。 

 来週の例会はガバナー公式訪問です。名鉄グ

ランドホテルに於いて 12:30開会です。皆様、

ご参加くださいますようよろしくお願い致し

ます。尚、例会終了後に記念の集合写真撮影

がありますので、これも併せてよろしくお願

い致します。 

 9月 30日(金)、国際奉仕委員会が「みやこ」

に於いて午後 6時より開催されます。 

 9月 30日(金)は休会となりますので、お間違

いのなきようよろしくお願い致します。 

 
ニコボックス報告 第 3077回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 卓話講師

に吉川様をお迎えして。 

加藤泰一郎君 本日は卓話で

す。親友の吉川君の「テレビ観

戦でも楽しく見る理論」です。 

浅井彦治君 余郷さんにお世話になりました。 

後藤務君 ①10/10 に国府宮で表門にて堤灯の除

幕式が行われます。浅草の提灯よりは小さい物で

す。②その他。 

坂井裕君 皆様と共にこの地で創立 45 周年を迎

えることができました。 

山本達彦君 2 週間続けてお休みしました。ご無

礼しました。 

矢田潔君 松崎先生に大変お世話になりました。 

松崎安孝君 余郷さん、山田さん、浅井さんにお

世話になりました。 

三谷栄一君 「ここ掘れワンワン」で大変ご迷惑

おかけしております。 

伊藤幸蔵君 フィリピンのドゥテルテ大統領、バ

ンザイ。(＋100ペソ) 

八谷潤一君 松崎先生にお世話になってます。 

浅井賢次君 ①朝夕涼しくなりウォーキングシー

ズンになりました。天王川で会員の伊藤雅昭君、 

宇佐美会員の奥様にも会い、朝から素敵な日にな

りました。②写真がウィークリーにのりましたの

で。 

伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、後藤亨君、杦田勝彦君、

住田正幸君、長田一郎君、服部貴君、山田公男君 

中日ファンに申しわけありません!! 祝・広島優

勝おめでとう！ 中日、最下位脱出を祈念して…

（無理） 

猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、後藤亨君、

篠田廣君、長田一郎君、中村陽介君、服部則仁君、

山田勝弘君 睡眠時間 7 時間を守って夏の疲れを

とりましょう!! 

山田章博君 ウィークリーに写真が載りまして。

伊藤哲朗君、矢田潔君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：マスターズ愛知商業高校野球部 

     ＯＢクラブ監督 吉川博義氏 

演  題：「日本の野球の歴史 

～野球は楽しい～」 

  

 

 

 

 

 

 

 

日本の野球の歴史は、明治 5(1872)年に東京の

開成学校（後の一高→東大）の教師ホールス・ウ

ィソンが学生に野球を教えたのが始まりとされて

いる。その後、学生野球（つまり一高、早稲田、

慶応）から全国へ広まっていった。 

 現在の高校野球は大正 4(1915)年、第 1 回中等

学校野球部選手権大会（現在の夏の高校野球）が

始まりで、今年は 98回大会でした。再来年（平成

30年、2018年）は 100回の記念大会が予定されて

いる。選抜大会（春）は大正 13(1924)年が第 1回

で名古屋の八事球場で開催された。 

 一方プロ野球の誕生は昭和 9(1934)年、全日本

選抜（主に学生）対アメリカ大リーグ選抜の対戦

がきっかけとなり、全日本チームがそのまま読売

巨人軍（ジャイアンツ）としてプロ野球チームが
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誕生して、その後昭和 10 年に阪神、11 年に名古

屋(中日)、阪急(オリックス)、東京スターズ(日本

ハム)が誕生して、日本に野球というスポーツが定

着した。 

 日本における「野球の語源」は、「フィールド・

ベースボール」としてアメリカから伝わった…。

無類の野球好きであった四国松山出身の俳人・正

岡子規が日本人によくわかるように「野球」と訳

し名付けた（野原で球を追っかける）。子規が野

球を詠んだ句に「春風や球を投げたき草野原」。

野球の歴史に思いを馳せながら、野球を楽しんで

ください。 

テレビで野球を楽しく

見る方法として、たとえ

ばピッチャーが投げる球

のスピード、球種（変化

球）、配球（コントロー

ル）、打者との駆け引き、

キャッチャーが出すサインとコース攻撃側の戦術

…バント、盗塁、ヒットエンドラン、ランエンド

ヒット、スクイズ、セフティスクイズなど自分な

りに投手になっているつもり、また監督になった

つもりでサインを出したりしてみて、テレビ観戦

を楽しんでください。 

 また野球の試合には筋書きのないドラマがあり

ます。逆転に次ぐ逆転、はたまた 0 対 0 の息詰ま

るような投手戦、いずれも決着にハラハラ、ドキ

ドキしながらの観戦は実に楽しいものです。 

 

≪野球の数字≫ 

61㎝(24 ｲﾝﾁ) ピッチャープレート幅 

43.2㎝(17 ｲﾝﾁ) ホームプレート幅 

18.44ｍ(60 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ) ピッチャーから 

ホームまでの距離 

27.43ｍ(90 ﾌｨｰﾄ) 内野の区画(1辺) 

7.2㎝(2.8 ｲﾝﾁ) ボールの直径 

106.7㎝(42 ｲﾝﾁ) バットの長さ(プロは 84～

86㎝のバットを使っている) 

97.534ｍ(320 ﾌｨｰﾄ)ホームから両翼の距離 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先回の記録 

第 3078 回 ’16 年 9 月 23 日（金）晴れ 

≪ガバナー公式訪問例会≫ 

ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー  野々山勝也君 
ゲ ス ト 第 2760地区ガバナー 

服部良男君（岡崎ＲＣ） 
第 2760 地区幹事 

岩月昭佳君（岡崎ＲＣ） 
第 2760 地区事務長 

加藤博巳君（岡崎ＲＣ） 
会 員 総 数  67名    9月 2日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  43名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率 64.18％   訂 正出席 率 98.38％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、加藤則之君、田中正

明君、佐藤敬治君(ガバナー補佐訪問会長幹事懇談

会)、相羽あつ子君、浅井彦治君、伊藤基君、伊藤

哲朗君、前田昭生君、野々山勝也君、佐藤敬治君、

杦田勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、山田勝弘

君（クラブ協議会）、浅井彦治君、伊藤誠君、加

藤則之君、加藤隆朗君、前田昭生君、野々山勝也

君、田中正明君、山田勝弘君(職業奉仕・親睦活動

合同委員会)  

 
会長挨拶 

津島ＲＣ浅井彦治会長 

本日はガバナー公式訪問

例会を担当させていただき

まして誠にありがとうござ

います。本日は合同例会で

もありますがホストという

ことで両クラブを代表して

一言挨拶をさせていただきます。 

ジョンＦ・ジャーム会長のテーマである「人類

に奉仕するロータリー」を受けて服部ガバナーよ

り地区方針をご教授いただけることと思います。 

ロータリーのブランドである「親睦」、「高潔

性」、「多様性」、「リーダーシップ」、「奉仕」

について再度勉強し、あまロータリークラブと歩

調を合わせて「価値観を共有できる友の輪」を広

めていきたいと思っています。 

また当クラブとあまロータリークラブは世界で

一番親密な友好関係を持ち続けているクラブであ

ります。あまロータリークラブの活動内容につい

ては常々敬服するところであります。 

津島ロータリークラブのお話で恐縮ですが、海

部津島には古来よりお茶の文化が生活に溶け込ん

でおります。Ｒ財団の補助金事業として、11 月 3

日の文化の日に、堀田邸、津島神社参集所を会場

に縁側茶会を開催を致します。お時間がおゆるし

いただけましたらお立ち寄りいただき、楽しいお

伊藤幸蔵副会長 

八谷潤一社会

奉仕委員長 

「ごろにゃん？」と

ソングリーダー、

山本達彦君 

山田公男君、初め

てのストレッチ 
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話と共に美味しいお茶とお菓子を興じていただけ

れば幸いでございます。 

今後も海部津島の歴史と文化を育みながらロー

タリーの目的に向かって両ロータリークラブは活

動を進めて参ります。服部ガバナーにおかれまし

ては今後とも我々を高所大所からご指導いただき

ますようによろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、服部ガバナー、岩月地区

幹事、加藤地区事務長におかれましては御身ご自

愛の上益々のご活躍をいただきますようお祈り申

し上げまして挨拶とさせていただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3078回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

第 2760 地区ガバ
ナー・服部良男君、
地区幹事・岩月昭
佳君、地区事務
長・加藤博巳君（岡
崎ＲＣ）（多額に
いただきました） 
浅井彦治会長、加

藤則之副会長、田

中正明幹事 ガバ

ナー公式訪問例会

のホストを担当させていただきます。 

浅井彦治会長、加藤則之副委員長、田中正明幹事、

相羽あつ子君、浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利

君、生田達一君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、稲垣

宏高君、宇佐美三郎君、加藤泰一郎君、坂井裕君、

佐藤敬治君、杦田勝彦君、中村陽介君、野々山勝

也君、幅辰雄君、三谷栄一君、矢田潔君、山田章

博君、山田勝弘君、山本達彦君、横井知代君、余

郷利彦君、吉田康裕君 服部良男ガバナー、岩月

昭佳地区幹事、加藤博巳地区事務長をお迎えして。 

 
ガバナー卓話 

第 2760地区ガバナー 服部良男君 
 

 

 

 

 

ロータリー財団 100 周年を祝

いましょう。ポリオを撲滅し

ましょう。クラブで 100 周年

を祝って事業しよう！ アト

ランタへ行こう！ 

Every Rotarian should  be 

serving for people every day.

ロータリアンは、毎日奉仕活

動をしよう！ ロータリアンは、困っている人が

いたら、背を向けず、自分のできることをする、

それが奉仕。その結果人が笑顔になること、仲間

のロータリアンとその奉仕の輪を広げること、そ

れがロータリー。 

 

第 2760地区会員数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランドとマーケティング 

ステップ１．強味、価値＝ブランドの認識 

ステップ２．ブランドの共有 

ステップ３．ブランドを使った、商品、サービス

の開発 

ステップ４．マーケティング 

 

ロータリーのブランド(中核的価値) 

◆Fellowship（親睦） 

Fellow とは、同じ目的を持った仲間のこと 

Ship とは、その関係を維持すること 

◆Integrity（高潔性） 

ロータリーのＤＮＡである。 

【四つのテスト】 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

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。 

◆Diversity（多様性） 

世界 200 か国を超える国、性別、職業、宗教 

ポール・ハリスがロータリー創設時の「多様性

と寛容」 

◆Leadership（リーダーシップ） 

ロータリーでのリーダーはビジョンを実現でき

ること 

◆Service(奉仕） 

ロータリアン、ロータリーが人々に与えられる

唯一の言動や行動。困っている人がいたら、一

緒に考え、できることをする。そしてその人を

笑顔にすること＝Serving 

 

 

 

・奉仕とは定義するものでなく、笑顔でない人を

笑顔にする言動、行動。 

・人を笑顔にするには、ロータリアンは、 

―Integrity(高潔性）を持ち 

―Diversity(多様性）を受けいけられる寛容さを

持ち 

―Leadership（問題を分析し、企画しアクショ

ンを起こす） 

 
Serving 

（奉仕活動） 

≪ＲＩテーマ≫ 

Rotary Serving Humanity 

人類に奉仕するロータリー 
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・そのためには、我々が笑顔でなくてはいけない。

それが Fellowship（親睦）。 

 

サービスを持続可能にするためには… 

ビジネス：価値を提供した相手から対価をいただく 

公共事業：住民の税金で 

公益事業(学校・病院)：対価と補助金 

R o t a r y：入会金、会費と寄付による資金（ロー

タリー財団）  

 

 

 

 

 

 

 

 

・ロータリーのブランドを認識し、磨きましょう 

・人道的奉仕活動に参加し人を笑顔にしましょう 

・仲間と一緒に奉仕活動をし、ロータリーのブラ

ンドを地域の人に伝え、新しいロータリアン、

仲間を見つけましょう 

 

地区のビジョン 

・10 年後 20 年後も地区の輝きが持続可能である

こと。 

・新しいロータリアンや若いロータリアンを勧誘

し退会を防ぐには、過去と現在だけでなく、将

来を見据えてビジョンやあるべき姿を明確にし、

ロータリアンでない地域の人びとにわかる表現
や言葉でブランドや奉仕活動を伝えていくこと
である。 

 

重点事項 

1. My Rotary に登録し、ブランドを共有する。 

   →ロータリアンの認知度の向上 

2. Club Central に各クラブのデータや情報、奉

仕活動、目標、計画を登録し、各クラブのクラ

ブ運営を学び共有する。 

  →ロータリアンの認知度の向上 

3. ホームページや、ソーシャルメディアを利用し

て、奉仕活動や人の笑顔をロータリアンで共有

し、地域の人びとにロータリーのブランドを知

ってもらう。 

→ロータリーの公共イメージ向上 

 

マイロータリーとは 

・ロータリアンが世界中のロータリーが行ってい

る人道的奉仕やブランドを共有する 

・ロータリーや財団が 100 年以上人を笑顔にして

きたコトを学ぶ 

・自分の行っている人道的奉仕活動を積極的に投

稿し、他のロータリアンに知ってもらう 

目標：クラブのマイロータリー登録率  50％ 

入会 3 年未満の登録率  100％ 

(クラブの登録率) 

津島 RC  MR 2 人 会員数 67 人  3.0％ 

あま RC  MR12 人 会員数  78 人 15.4％ 

 

マイロータリアン 

1. 各クラブの My Rotary の登録、利用を促進す

る担当・責任者 

2. My Rotary の情報やニュースを各クラブへ紹

介する担当・責任者地区の HP や Facebook、

Twitter などのソーシャルメディアをクラブ会

員に知らせる担当・責任者 

3. ソーシャルメディアを利用して、ロータリーの

ブランドや人道的奉仕活動を地域の人びとに伝

える担当者→公共イメージを向上させる 

 

第 2760地区(16-17)戦略計画 

 

 

 

 

     

     

 

 

クラブの活性化は 

人道的奉仕活動の尺度(質と量) 

 

 

 

 

 

 

 

津島 RC、あま RC の皆さま、笑顔で楽しく、価

値ある人道的奉仕活動を一緒にしましょう。よろ

しくお願いします。 

 
お礼の言葉 

あまＲＣ 篠田正志会長 

皆さん、こんにちは。 

 本日の公式訪問に、服部良

男ガバナー、岩月昭佳地区幹

事、加藤博已地区事務長には

ご多忙の中、早い時間よりお

越しいただき、会長・幹事懇

談会に引き続いて、津島・あ

ま両クラブの合同例会へと、長時間にわたり大変

貴重なご意見、ご指導をいただき誠にありがとう

ございました。この教訓を胸にこれからのクラブ

運営に役立ていきたいと考えております。 

 服部ガバナーにおかれましては健康に留意され、

今後のご活躍とご健勝を心より祈念すると共に、

今後ともご指導賜りますようよろしくお願い申し

上げお礼の挨拶とさせていただきます。 

 

≪地区方針≫ 

Be The Rotarian, Find A Rotarian 

～真のロータリアンになろう、 

     ロータリアンを見つけよう～ 
 

奉仕に参加するボ

ランティアの人数 

 

奉仕時間 

 

寄付金・寄附物品 

× 
 
＋ 
 

クラブのサポートと

奉仕活動強化 

 

 
公共イメージと

認知度の向上 

人道的奉仕の重

点化と増加 
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その他 

合同例会の前に、楓の間にて会長幹事懇談会が

開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまＲＣ、津島ＲＣ各会長よりガバナー公式訪

問例会記念のＲ財団寄付、米山記念奨学寄付の目

録を服部ガバナーにお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年奉仕委員会 

伊藤基青少年奉仕委員長 

■第 18回津島東高校ＩＡＣ例会 

 9月 21日(水)、津島東高校にて第 18回ＩＡＣ

例会が開催され、会員 6名が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区青少年サミット 

 9月 22日（木・祝）、キャ

ッスルプラザホテルにて地区

青少年サミットが開催され、

田中正明幹事が出席しました。

この場で青少年交換帰国生の

帰国報告がされ、津島ＲＣか

ら派遣した中西里緒さんも報告しました。 

あまＲＣ篠田会長より 

寄付目録贈呈 

津島ＲＣ浅井会長より 

寄付目録贈呈 

司会は杦田勝彦 

会場委員長 

ロータリーソングの 

ピアノ演奏は横井知代君 

ソングリーダーの

野々山勝也君の目

線は、ひたすら「我

等の生業」の歌詞

パネルのほうに… 

地区のホームページでガバナーの報告を見られます 

津島ＲＣ会員

も一緒にインタ

ーアクトクラブ

の歌を歌い、意

見交換や今後の

予定を討議しま

した。ロータリ

ー関係では、地

区のＷＦＦへの

参加と、津島Ｒ

Ｃ補助金事業の

「縁側茶会」へ

の協力をお願い

しています。 

次回ＩＡＣ例会

は 10 月 28 日

(金)の予定。 
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津島東高校の先生もご出席 里緒さんと田中幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16年度の青少年交換帰国生 10人が勢ぞろい 

 
ロータリーニュース（8月 15日） 

 

 

 

ファイエットビル・ロータリークラブ（米国ア

ーカンソー州）に所属するトッド・ジェンキンズ

さん（28）は、何をするにも家族代々で自分が初

めてだと話します。大学進学も、飛行機に乗った

のも、外国どころか州外に出たのも、彼が初めて

でした。ジェンキンズさんは、米国サウスカロラ

イナ州コロンビアの低所得家族が多く住む地域で

育ちました。家族は食べていくだけで精一杯。大

学進学や旅行など、自分には到底無理だと考えて

いました。 

10 人兄弟姉妹の長男であるジェンキンズさん

の目標は、このような現状を打開し、兄弟姉妹の

模範となることでした。目標をかなえたジェンキ

ンズさんは、これを「母のおかげ」と話します。

同じ地域に住むほかの多くのアフリカ系アメリカ

人の若者と同じ道に走らないようにと、母親はジ

ェンキンズさんを懸命に支えました。 

「希望のない貧しい黒人男性には、3 つの道があ

ります。それは、ギャングか、刑務所か、もしく

は死です」とジェンキンズさん。「これらの道に

進まないように、母は、私が勉強や生産的な活動

に励むよう手を尽くしてくれました。ですから、

本もたくさん読みましたし、教会の活動にも参加

していました」母親の支えと自身の努力によって、

ジェンキンズさんは優秀な成績で高校を卒業。奨

学金を受けてサウスカロライナ大学に進学し、イ

リノイ州立大学の大学院で学位を取得しました。 

家族代々で自分が初めての成功者であることには、

大きな意味があると言います。 

「私たちは、既成の道を進むわけではありません。

自分の道は自分で開かなければならないのです」 

こう話すジェンキンズさんは、少数民族の専門的

能力の開発をテーマとして修士号と博士号を取得

しました。「私は、あらゆるリソースを活用し、

自力で障壁を取り除かなければなりませんでした。

そうしなければ、お決まりの道をたどっていたで

しょう。私の家族もこれで、なりたい人間になれ

るという選択肢に気づいてくれたことを願ってい

ます」 

ロータリーが世界を開く 

ジェンキンズさんは 2012年、博士号を取得する

ためにファイエットビルに移住し、アーカンソー

大学で事務の仕事を始めました。キャンパスライ

フだけでは飽き足らず、地域社会に参加する方法

を探していたところ、それを知った大学総長から

ファイエットビル・ロータリークラブの例会に招

かれました。以来、すっかりロータリーにはまっ

てしまったそうです。 

「ロータリーについて何も知りませんでしたが、2

回ほど例会に出た後、ロータリーのプログラムに

魅了されました」とジェンキンズさん。「例会で

スピーチをしていたのは、ファイエットビルを動

かしている人たち。例会に行くことは、まるで地

元の歴史に関する授業に出ているようでした」 

24 歳でロータリー会員になったジェンキンズ

さんは（これも家族で初めて）、会員数 200 人以

上のクラブでだんとつの若さ。しかし、だからと

いってクラブでリーダー的役職に就くことに躊躇

しませんでした。 

入会後まもなくして、彼はロータリーの交換プ

ログラムでブラジルを訪れ、生まれて初めて飛行

機に乗り、外国の地を踏みました。3 カ月、博士

論文の準備をしながら、ブラジルの大学が少数民

族の学生をどう受け入れているかを学びました。

そこでの経験は学問以上の意味がありました。そ

れまで考えたこともない形で、人を思いやる心を

学んだそうです。 

「自分の家族に対するのと同じ感情を、ホストフ

ァミリーに感じました。文化は違いますが、共通

点も多いのです。違うやり方、違う風習に触れた

ことで、自分の中に種がまかれました。この種は、

今の私の活動の中で花開いています」 

多様性と受容を呼びかける 

若き起業家 
 



     

 

- 8 - 

第 3079 回例会                                                               

次回例会 

 第 3080 回 ’16 年 10 月 14 日（金） 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 宇佐美三郎君 

講  師：地区米山奨学委員長 

      金田英和君(名古屋東山ＲＣ) 

演  題：「米山記念奨学事業について」 

 

 
お知らせ 

■ＷＦＦ(ワールドフード＋ふれ愛フェスタ） 
 と き：10月 22、23日（10時～17時） 
 ところ：名古屋・栄久屋大通公園 
 その他：会員 1名 1枚(2,000 円)のチケ 

ットを本日お配りしました。 

多様性と受容を呼びかける 

ファイエットビルに戻ったジェンキンズさんは、

変化を生み出したいという気持ちが強くなりまし

た。ロータリークラブの青少年奉仕委員長となり、

次には地区青少年交換役員として地区で一番若い

リーダーとなり、クラブのロータリー青少年指導

者養成プログラム（RYLA）委員長、ローターアク

トの大学顧問、インターアクトのアドバイザーな

ど、次々と重要な役割をこなしました。 

ファイエットビル・クラブのハリソン・ピット

マン会長は「トッドが入会した日から、彼は多く

の意味でリーダーでした。常にロータリーの理念

を推進し、会員増加に貢献しました。（中略）ト

ッドは、今、そして未来のロータリーの模範とな

れる、類まれなロータリアンです」 

あるとき、クラブの 210 人の会員のうち、たい

てい 40〜50人が、食事代を払っているにもかかわ

らず例会を欠席していることに気づきました。こ

の空席に「機会」を見出したジェンキンズさんは、

クラブ理事会に「35歳未満のルール」を提案。空

席を利用して地元の若い職業人を例会に無料で招

待し、しかも、その中から入会者が出た場合、そ

の人の会費と入会金を半額にする、というもので

した。2 年前にこの取り組みを始めて以来、12 人

の新会員が入会しました。「ロータリーに触れる

機会がなければ、人びとは私たちの活動をどうや

って知ることができるでしょうか。会費を安くす

るなどして若い職業人を優遇すれば、ロータリー

に欠けているものをバランスよく補えます」 

ピットマン会長も熱意を込めてこう語ります。

「ロータリーへの入会を考えている若い職業人は、

時間や経済的な制約に縛られています。（中略）

『35歳未満のルール』は、若い人たちの事情を理

解し、一緒に地域社会や世界を変えていきたいと

いう当クラブの姿勢を表しています」 

多様性とは「豊かさ」 

ジェンキンズさんは、リーダーシップ開発を専

門とする国際的会社、Bowtie Developmentを設立。

同社のＣＥＯとして、多様な人材を集めることで

組織の生産性と業績を高めることに力を注いでい

ます。蝶ネクタイを愛することから「Dr. 蝶ネク

タイ」というニックネームで呼ばれ、「このニッ

クネーム、とても気に入っています」と彼は笑い

ます。 

8 月、ジェンキンズさんは、アーカンソー北西

部の複数のロータリークラブが主催した「ヤング

プロフェッショナル・サミット」で、リーダー的

役割を務めました。このサミットは、自身、職場、

地域社会に変化を生み出すために若いリーダーた

ちのエンパワメントをめざすものです。彼は「私

たちの活動を紹介し、ロータリーに触れてもらい

たいと考えています」と言います。 

この目標に向けて、世界中のクラブで多様性と

受容についてスピーチをしています。「『多様性』

という言葉を特に好んでいるわけではありません。

私にとって、多様性とは『豊かさ』を意味します」

とジェンキンズさん。「ロータリーは、若い会員

や多様な会員に投資することで、これを実現でき

ると信じています。私はよくクラブに『青少年交

換といったプログラムの参加者をどんどんロータ

リーに迎え入れていきましょう』と言います。こ

うしたプログラムの参加者たちは、グローバルな

経験の持ち主であり、この経験こそがロータリー

の未来に欠かせないものだと感じています」 

「多様性とは、パーティーにみんなを呼ぶこと。

受容とは、パーティーに来た人みんなが、自分の

踊りたいように自由に踊れることです。ロータリ

ーはそうあってほしいと思います。みんなで踊り

続けようではありませんか」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チケットみほん→ 


