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皆様今日は、お客様のご紹介を致します。
　　　・・・・・左記お客様紹介・・・・・・
長嶋一郎Gにおかれましては後ほどご挨拶と
卓話を戴きますが、明日から始まる地区大会
の準備等で最もお忙しい中、ようこそお出で下
さいました。
　さてこの所、中東近辺の戦乱や政情不安の
報道が多く、爆撃を受けた街や人々の映像を
見るたびに一日も早く平和になって欲しいと思
うと同時に9月になると必ず思い出す事があり
ます。今から13年前の9月11日ｱﾒﾘｶで同時
多発テロが起こりました。あの時の報道映像は
映画のﾜﾝシーンかと見間違う位の衝撃を受
け未だ忘れる事は出来ません。犠牲に遭われ
た方のご冥福をお祈りすると共にテロの撲滅
を切に願わずには居られません。今日は、この
同時多発テロで人生が変わり、ﾛｰﾀﾘｱﾝに
なった方のお話をします。
　ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰのﾄｯﾄﾞ・ｼｪｱさんは同時
多発テロが発生した日NYﾏﾝﾊｯﾀﾝﾃﾞ音楽
フェスﾃィバルのコンサートの準備をする予定
でした。そこでテロに遭遇し気付いた時には被
災者の為に水、食料、救援物資を運ぶ手伝
いをしていました。瓦礫の山を掻き分けて救
援活動に没頭した5日間を経てｼｪｱさんは自
らの人生を災害救援に捧げる事を決意致しま
す。
　その後、世界各地で大きな自然災害が起こ
ると、国境を越えて被災地に救援活動に行き
ました。2011年の東日本大震災にも被災地に
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をしてくださったそうです。2005年のパキスタン大地震後に
CDRSと言う総合災害救援ｻｰﾋﾞｽを立ち上げました。その後
2009年には「人類の為の持続可能性の有る医療ｲﾆｼｱﾃｨ
ﾌﾞ」ｱﾒﾘｶで立ち上げ、国際救援活動のほか、発展途上国に
おける持続可能な医療の提供に取り組んでいます。
　こうして救援活動に熱心なシェアさんがRCと出会ったのが
2005年のﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞでハリケーン「カトリーナ」の救援活動
をする中、マンハッタンのインウッドRC元会長ジム・クシュ
ナーさんと知り合いインウッドRCに入会致しました。シェアーさ
んは、RC活動について「真の変化をもたらしたいと言う意欲が
あるなら、RCに入会して、RC仕組みを活用するよう勧めま
す。本当の意味で世界を変える活動をするのに、RC以上に
素晴らしい組織はありません。」と言っています。
　これは国際RCで今年4月23日に配信された記事からの紹
介でした。自分たちの活動に行き詰った時、新入会員の増
強を考えた時ｸﾗﾌﾞ内の組織に対して解らない時など世界の
RCの情報に触れる事も大切な事です。何かしらの気付きや
活動意欲に繋がるヒントが有るかも知れません。地域のRC活
動に限定する事無く、グローバルな視野でRC活動を見つめ
直す良い機会になると思います。

　先週卓話を戴きました菊地透君が真高
校長に就任したので同級生で酒の肴にお
祝いをし、その席で勧誘する事が出来まし
た。
プロフィール
昭和33年1月　荒町生まれ　56歳
昭和51年3月　真岡高校卒業
昭和55年2月　渡辺私塾荒町教室開設
昭和55年3月　慶応義塾大学卒業
昭和62年　（有）渡辺私塾　代表就任
　荒町　益子　二宮　上三川　市貝教室
　皆様ご存知の通り評判の良い学習塾を
幅広く経営致しております。
趣味
　　バイクレース観戦　スロージョギング
　　ブログ日記　テニス

　　　　　バナー交換　　海老原会長　　長嶋ガバナー

　　　　　　　新入会員挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　渡辺佳寛君
　本日はガバナー公式訪問と言う大切な日
に入会セレモニーのお時間を戴き誠にあり
がとうございます。私も今日は髪を切って
スーツを新調して参りましたが、ガバナーに
ﾊﾞｯｼﾞを付けて戴きまして感激致しておりま
す。
　大学4年生で塾を開業し36年間続けてき
ましたので塾屋のプライドは少々ありますが
RC会員としての人格には自信がございま
せんでした。しかしながら同級生の小林、
久保の勧誘はどうでも良かったのですが、5
年前に市貝教室を開設するにあたりお世
話になった竹石建設、竹石峰夫増強委員
長に心を動かされ入会致しました。Ｒアン
の名に恥じないようあまり若くないルーキー
にご指導よろしくお願い致します。

新入会員紹介
　　　　　　　　　　　　小林雄一郎君

新入会員ﾊﾞｯｼﾞ授与式
　　　　長嶋ガバナー　　渡辺佳寛　君
　　　　　　推薦者　竹石峰夫君　小林雄一郎君
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合　　　計

ガバナー補佐
　　岡本　俊夫　様　　第2550地区長嶋ガバナーの御来訪歓迎申し上げます。本日は宜しくお願い申
　　　　　　　　　　　　　し上げます。　渡辺君の入会を祝します。仲良く楽しくやりましょう。　地区野球
　　　　　　　　　　　　　大会、久保君,杉田君お疲れ様でした。選手の皆様、応援団の方々ご苦労様
地区幹事
　　橋本　憲一　様　　本日はお世話になります。

海老原　均　会長　　ＲＩ第2550地区ガバナー長嶋一郎様、ガバナー補佐岡本俊夫様、地区幹事橋
　　　　　　　　　　　　　本憲一様、ガバナー補佐事務局斉藤敏彦様、金子正男様ご来訪ありがとうご
　　　　　　　　　　　　　ざいます。例会、クラブ協議会よろしくご指導下さい。渡辺佳寛さん入会ありが
　　　　　　　　　　　　　とうございます。一緒にガンバリましょう！
田村　浩次　幹事　　長嶋ガバナー、岡本ガバナー補佐、橋本地区幹事、斉藤事務局長、金子局員
　　　　　　　　　　　　　ご来訪いただきありがとうございます。よろしく御指導お願い致します。
杉村　久夫　君　　　長嶋ガバナー真岡クラブにようこそ、よろしく御指導お願いします。
岡部　貞一郎君     長嶋ガバナーを歓迎する。
篠原　　泉   君　　　長嶋ガバナー公式訪問ありがとうございます。御指導よろしくお願い致します。
篠原　宣之　君　　　長嶋ガバナー公式訪問を歓迎して。
杉山　　欣   君　　　長嶋一郎ガバナー本日はご苦労様です。渡辺さん入会おめでとう。
金子　剛士　君　　　長嶋ガバナーのご来訪を歓迎申し上げます。有意義なご訪問と なりますよう
　　　　　　　　　　　　 よろしくお願い致します。
福原　一郎　君　　　春から夏と香りを楽しませてくれた紫蘇に小さな白い花が無数につき秋の訪れ
　　　　　　　　　　　 　を告げています。ガバナー長嶋一郎様の公式訪問に際しご指導をよろしく
　　　　　　　　　　　 　お願い致します。
竹石　峰夫　君　　　長嶋ガバナー・橋本地区幹事、我・真岡ＲＣへの御来訪
　　　　　　　　　　　 　誠にありがとうございます。心より歓迎申し上げます。
辻　　達男　君       ＲＩ2550地区ガバナー長嶋一郎様、御指導の程宜しくお願い申し上げます。
広瀬　紀夫　君　　　第2550地区ガバナー長嶋一郎様、本日は公式訪問ありがとうございます。
石田　順一　君　　　長嶋ガバナーの来訪を歓迎申し上げます。渡辺会員の入会を祝して。
宇賀神　裕一君      ガバナー長嶋一郎様、本日は宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　 　　渡辺さん入会おめでとうございます。
柳　　　浩雄 君      長嶋ガバナー様ご指導を宜しくお願いします。
杉田　貞一郎君     長嶋ガバナー公式訪問ありがとうございます。本日は御指導宜しくお願い
　　　　　　　　　　 　　します。又地区野球大会では大変お世話になりました。
小倉　俊昭　君　　　長嶋一郎ガバナー様ようこそ真岡ロータリークラブへ歓迎致します。
久保　康夫　君　　　長嶋ガバナーご指導宜しくお願い致します。渡辺佳寛君入会おめでとう。
三澤　幸光　君　　　長嶋一郎ガバナー真岡ＲＣへようこそお出でくださいました。卓話宜しく
　　　　　　　　　　　　お願いします。渡辺さん御入会おめでとうございます。

ビジター
¥80,000

大越　正和　君
片田　泰宏　君

 
   野球部
　　　　　杉田　貞一郎　君
　　皆様方からの物心両面のご協力ありがとう
　　ございました。
　　　残念ながら二連覇出来ず惜敗してしま
　　いました。また来年頑張ります。

米山 ¥0会　　　員

委員会報告
　　出席委員会
　　　　　　岡本　佳男　君
　　9月21日地区大会
　　　バス出発時刻　　7：00     真岡商工会議所前
　　　登録　　　　　　   8：30
　　　点鐘　　　　　　   9:00

本日のスマイルボックス

¥82,000 ¥644,302累　　　計

¥2,000 その他
前月累計

¥0
¥562,302



P4

　　　　ガバナー紹介
　　　　　　岡本　俊夫　ガバナー補佐

長嶋一郎ガバナーのご紹介をさせて頂きます。
大田原ＲＣの大橋さんの紹介文を参考にさせ
て頂きます。長嶋ガバナーは大田原ＲＣ所属
大田原医院院長で温厚な人柄ながらも情熱派
でございます。2011年の東日本大震災時には
2011－2012年度会長として前年度の大田原
ロータリークラブ50周年をふまえた事業計画を
大幅に見直し所在地域を中心とした震災復興
事業を実施し姉妹クラブの井原ＲＣ（岡山）の
援助を受け結果として3年間継続されました。このように実行力の有る情熱派で
バイタリティを持った大田原ＲＣ初の県北3人目の素晴らしいガバナーです。

　　　　・・・・・・・プロフィール・・・・・・

1977　　　　群馬大学付属病院　第二外科
1985　　　　自治医大付属病院　胸部外科
1987　　　　群馬大学付属病院　第二外科
2000　　　　大田原医院　循環器　呼吸器科
2011-04   大田原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　入会
2008-09 　大田原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　幹事
2011-12　 大田原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ　会長
2012-13　 ＲＩ第2550地区　ガバナー　ノミニー
2013-14　 ＲＩ第2550地区　ガバナー　エレクト
2014-15　 ＲＩ第2550地区　ガバナー
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趣　　味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキー、登山、音楽（声楽）

金子　正男　君　　　長嶋ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。橋本地区幹事ご苦労様です。
　　　　　　　　　　　　私事ですが、先日の父の葬儀、告別式に対しましては大変ありがとう
　　　　　　　　　　　　ございました。家族一同大変感謝致しております。
中川　宏行　君　　　長嶋ガバナー本日ご指導よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　渡辺佳寛様、ご入会おめでとうございます。
大瀧　和弘　君　　　ガバナー長嶋一郎様ようこそお越し下さいました。
　　　　　　　　　　　　本日は宜しくお願い致します。渡辺様、入会おめでとうございます。
小林　雄一郎君     長嶋ガバナーようこそ、御指導よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　渡辺佳寛君、入会おめでとうございます。
見目　良一　君　　　長嶋一郎ガバナー公式訪問心より歓迎致します。
　　　　　　　　　　　　渡辺佳寛さんご入会心よりお喜び申し上げます。
豊田　光弘　君　　　長嶋ガバナー公式訪問歓迎申し上げます。本日はよろしくお願い致します。
柳田　尚宏　君　　　長嶋ガバナーお忙しい中、真岡ロータリーへようこそお出で下さいました。
　　　　　　　　　　　　卓話ありがたく拝聴させて頂きます。本日から新入会員となりました、
　　　　　　　　　　　　渡辺佳寛さん入会おめでとうございます。
渡辺　佳寛　君　　　今日から入会させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。
大越　正和　君　　　長嶋ガバナー本日はよろしくお願い致します。渡辺様入会
　　　　　　　　　　　　おめでとうございます。中学の時は塾でお世話になりました。



          ガバナー卓話（真岡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
　　　　　　　　国際ロータリー第2550地区2014～15ガバナー　　　長嶋一郎
　　真岡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様、こんにちは。
大田原ＲＣの長嶋一郎です。7月1日から
ガバナーとなりまして公式訪問をしています。
2550地区のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは大変素晴らしく
どのクラブもしっかりとロータリー活動をして
おり私がクラブの皆様に教えて頂いています。
本日も真岡ＲＣの回答書と現況報告書を
拝見し、会長･幹事さんと話し合い真岡ＲＣの
素晴らしさに敬服致しました。気負わずに
ロータリアンとして、やるべき事をやっている、
さすがですね。本日、さらに皆様といろいろ真剣に討論していきたいと思いますので、よろ
しくお願い致します。
　　本日は木曜日で、私のクリニックは休診なので、安心して皆様とお話できます。ロータ
リアンは日常の仕事もすべてロータりー活動です。ガバナーにとって自分の仕事をしっか
りする事も何より大切だと思います。ロータリーのガバナーがいい加減な医師であっては
いけません。ロータリアンはみんな良い仕事をする人であり、ロータリアンにお願いすれ
ば何でも大丈夫なはずです。
　　私は群馬大学にいた時は胸部外科医で、心臓と肺の手術をしていました。45歳を過ぎ
てから、外科医としてはピークを過ぎた事が解り、大田原に行って義父のクリニックを継ぎ
ました。心臓の患者さんは生まれたばかりの新生児からお年寄りまで診ていましたので、
当時の大田原で一番必要とされていた循環器内科を中心にしました。狭心症、心筋梗塞
などの危険な病気を診察できる方は、今でも多くありません。それらの方をすぐに見つけ
て治療してくれる病院に送るのが私の仕事です。心筋梗塞は大変な病気で診ている私の
心臓にもよくないですね。何とかカテーテル治療をしてくれる病院まで心臓が動いていてく
れればその人は助かります。夜は一緒に救急車に乗って、大田原から獨協医大病院ま
で行った事も何度もありました。病院の先生に無事渡して帰りは乗心地の良いタクシーで
帰って来ました。（救急車はすごく揺れて意識が有る方は乗り物酔いになりますね。）心筋
梗塞を起こしてからあわてて治療するより、普段からしっかり診察して心筋梗塞を起こさ
ない様にするほうがはるかに楽です。一番大切なのは血圧をしっかり下げる事です。そ
れぞれの方に一番良い血圧にコントロールして行く事です。心臓の患者さんは時間を掛
けてゆっくり見なければいけないので、5年前から予約診療に切り替えました。最近予約
診療がやっと軌道に乗り、完全予約に近い診療体制なので、ロータリーのガバナーも出
来るようになったと言う事です。それだけに循環器内科医として常に研修を重ね、最善を
尽くせるようにしていなければなりません。学会総会にも出来る限り顔を出して進歩におく
れないようにしているつもりです。
　　大学に居る時は朝から夜まで手術、手術でロータリーとはまったく縁が無く、大田原で
開業した翌年の2001年に大田原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会しました。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会長が終
わってすぐにガバナーノミニーとなりました。地区委員もガバナー補佐も経験していませ
んが、ガバナーの資格には問題なくクラブの先輩方に「長嶋お前がガバナーをやれ」と言
われてロータリアンですから断る訳にもいかず、今ここにガバナーとしている訳です。ガバ
ナーノミニーになり「まず地区について、委員会についてしっかり勉強しなさい」と研修リー
ダーの近藤さんと、その時のガバナーの鈴木先生からご指導を受けました。此れがとて
も良かったと思います。地区委員会の方々と次々に知り合い、新しい事をたくさん教わり
ました。2550地区の良い事は「地区運営指針」によりそれぞれのやるべき事が決まってい
る事です。ガバナーと地区は「クラブを支援する。」事が役目であり、ガバナーは各クラブ
に命令する事は出来ません。また、地区には「諮問委員会」があり、パストガバナーの方
が色々意見を言ってくださいますが、それらについて決定するのはすべてガバナーです。
それだけにガバナーは勝手な事は出来ません。パストガバナーや地区委員の皆様としっ
かり話し合って決めなければなりません。



　　ガバナーエレクトになって9月の最初の研修セミナーで「まずＲＩの方針、ＲＩ会長エレク
トの方針を理解して、地区に伝えて下さい。」と強く指導されました。ガバナーはＲＩの役員
ですから当然ですね。500人を超えるガバナーがそれぞれ勝手な事を言っては困るので
す。12月の国際協議会へ行く前のセミナーでは少し変わって「ＲＩ会長エレクトの方針を自
分の地区、それぞれのクラブに良く合ったやり方で進めて下さい。」と言われました。これ
も当然ですね。ＲＩの方針をそのまま伝えたのでは上手くいかない地区もたくさんありま
す。これは少し大変だ、ＲＩ会長エレクトのゲイリーさんが何を発表するのかなっと少し心
配しました。幸いゲイリーさんのテーマは「Light up Rotary」と言うとても解りやすい物でし
た。暗い世の中を明るくする為にロータリアン一人一人がローソクに火を灯して行く、素
敵な考え方ですね。これは私たちが続けてきた事です。ロータリアンは良い仕事をして、
みんなで集まって地域の為、世界の為に良い奉仕活動をしています。それを続けていけ
ばまさに「Light up Rotary」になると思います。
　　国際協議会で私が尊敬している元ＲＩ会長カルヤン・バネルジーさんの講演がありまし
た。ＲＩ会長の方は欧米人の場合、自分が業績を残そうと必死になります。バネルジーさ
んは「ガバナーの任期は通常1年間です。1年で業績を残そうとすれば、おそらく失敗する
でしょう。今までの流れを大切にして、始った時より、終った時が少しでも良くなるようにす
れば良いのです。」と教えてくれました。バネルジーさんはＲＩ会長の時に「良い事は続け
て行ってください。私たちが一番得意とする事を続けていけば良いのです。しかし続けて
いけば変えなければならない事があるのも解ってきます。変える必要がある時は勇気を
持って変えて行って下さい。」と「継続と変化」を強調されていました。元外科医の私には
此れがとても良く解りました。同じ事を同じように続けていくだけでは良くないと思う事が
たくさんあります。先輩方が築いてきた伝統を大切にしながら、それをもっと発展させてい
かなければなりません。私にどこまで出来るか解りませんが、2550地区が来年はもっと
良くなる様に頑張りたいと思います。皆様も皆様のクラブが来年はもっと良くなる様に頑
張って下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長嶋ガバナー原稿より）
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