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新潟 RC ９月第 ３例会 (2013.9.17) №300９

(1) ロータリーソング「我らの生業」斉唱
(2) 山本 正治会長挨拶
三日間の連休、いかがお過ごしだったでしょうか。特に
台風 18 号は近畿地方、京都を中心に甚大な被害を及ぼし
ました。また関東地方も被害を受けました。皆様のご実家
には被害がなかったことと察します。
さて今日は、ロータリアンが日頃心の中に思っているが
言葉にしにくい
「本音」
について探ってみたいと思います。
今日の挨拶のタイトルは、
「ロータリアンの本音」
とします。
ロータリアンの本音を探るために、まずはインターネッ
ト検索を行いました。皆様はインターネットサイトの「２
ちゃんねる」を知っていますか。多分、知っている人は知
っており、知らない人は知らないというように二分される
と思います。知らない人は「NHK 教育テレビ？」と答え
る人もいます。私にとって「２ちゃんねる」はなくてはな
らない存在です。匿名による極めて偏った書き込みで知ら
れ、時にはプライバシーを侵害します。多くは“トイレの
落書き”とばかにしますが、私にとって勤務している大学
で学生のナマの声を知るために欠かせない情報源です。た
だし書き込みをしたことは一度もありません（笑）
。
２ちゃんねるにはロータリークラブに関するサイトがあ
ります。
「みなさんロータリークラブに入りましょう」を覗
いてみました。ロータリアンはもとより、通りすがりの冷
やかしが書き込みをしております。約９００の書き込みか
ら、彼らの本音（愚痴？）をピックアップしました。
これから本音を紹介します。表現は原文のままです。２
ちゃんねる特有の表現法があります。文脈でご理解くださ
い。
（引用始め）11：名無しさん＠あたっかー しっかしさ
ぁ～年齢層高いのに、２ｃｈにきてるロータリアンって結
構いるのかもね……そう言う漏れもロータリアンっす…
（恥） 数あるロータリーソングの中でも漏れは「手に手
つないで」が最高に恥ずかしいでしゅ…
19：お～ロータリアン お～ロータリアン ロータリーク
ラブに入会して社会的地位を向上させよう。誰でも入れる
ロータリークラブ 最寄のロータリークラブにどうぞ電話
して！！ 喜んで推薦してくれることでしょう。
入って得す
るロータリー それでこそ ロ ロ ロータリー！！
45：お～ロータリアン お～ロータリアン 人脈や情報源

の恩恵は充分に受けたいものですね。寄付だけだったらロ
ータリーに入会しなくたっていいでしょ。ユニセフやＷＨ
Ｏで個人的に寄付すれば、税制上のメリットもあるしね。
ただそれだけじゃない。それでこそ ロ ロ ローターリ
ー～。
200：通りすがり。なつかしいなぁ、思い出すよ。私も昔
３０代である人の勧誘を受けチャーターメンバーで入会し
てた。５０人いたメンバーで一番若かった。創立披露する
ために、近隣ロータリー、関係ロータリーに挨拶回りした
りして、とにかく忙しかった。あのころ、仕事も忙しかっ
た。５年間頑張ったが、仕事の都合でやめた。５年間の財
産は、人脈かな。そのころ年寄りだった人は殆ど亡くなっ
たが、二世とのつながりがある。
まわりのロータリアン云々よりも、自分がどう位置づける
かだと思います。経営者は孤独ですからね。
201：名無しさん＠あたっかー まわりのロータリアン
云々よりも、自分がどう位置付けるかだと思います。経営
者は孤独ですからね。同感です。
651：名無しさん＠あたっかー もともとライオンズはロ
ータリーから分かれた集団 ロータリーとライオンズの違
いは簡単に言うと、ロータリー ＝ 道端にゴミが落ちてい
たら、どうすればゴミを捨てなくなるか考える。ライオン
ズ ＝ 道端にゴミが落ちていたら、ゴミ箱を寄付すると言
うのが分かりやすい。要はどちらの思想を支持するかだ。
予防医学支持か対処医学支持かと言うことだろう（注：対
処医学＝対症療法の意味で使用していると思われる）
。
724：名無しさん＠あたっかー おかげさまでロータリー
クラブ公式野球部に入部できました。これからの野球人生
に華がさきそうです！みなさんもロータリークラブでスポ
ーツライフを充実させましょう！！！
726：名無しさん＠あたっかー ロータリーは国際的な奉
仕団体です。野球チームではありません。誤解を招くよう
な書き込みはやめましょう。
訴えられるかもしれませんよ。
772：名無しさん＠あたっかー ＲＣ活動に本気になる気が
分からん。
あんなん片手間でするところに意味があるのに、
本業をおろそかにしてまでのめり込むとは…。
アホですわ。
773：名無しさん＠あたっかー 本業をおろそかにして本
気でのめり込む人ってどのくらいいますか？ １００人に
１人くらいですか？（引用終わり）

ここに紹介した書き込みは比較的まともな投稿者の
ものです。中には口に出すことさえ憚られる内容を書き
込む者もいます（注：２ちゃんねる用語で“基地外”と
言う）
。書き込みには“建前”と“本音”のギャップが
多く見られます。建前として“ロータリーは国際的な奉
仕団体”と思い、本音は“ロータリークラブ公式野球部
に入部でき、これからの野球人生に華がさく”と思う人
もいます。私たちは両方の価値観を知ってこそ、成熟し
たロータリアンになれるのではないでしょうか。
以上の書き込みの中から、私の好きな言葉を紹介して、
まとめとします。
「まわりのロータリアン云々よりも、
自分が（ロータリアンとしての自分を）どう位置づける
かだと思います。経営者は孤独ですからね。
」 最後に
新潟ロータリークラブの皆様方の「本音」はいかがでし
ょうか？

・高橋 清文新監督
今まで小柳監督についてきただけなので、お話を聞いて
ビックリしましたが、そろそろ戦力として必要がないのかと
思ったりしました。長年、みんなを引っ張って下さった小柳
前監督には GM として今後もよろしくお願いします。
・石川 治壱幹事長
１０月２６日(土)に市内７RC 野球大会がエコスタジアムで開
催されます。昨年はみなさんの応援のおかげで優勝させ
て頂きましたので、今年も優勝目指して頑張りたいです。
(7) 各種ご寄付の発表
米山奨学会寄付発表(佐藤 紳一副委員長)
徳山 啓聖君

五十嵐幸雄君

後藤 司郎君
青少年育成基金寄付発表(若槻 良宏幹事)

(3) ゲストの紹介

登坂 直美君

NTT 企画・戦略担当主査 松川 純さん
企画・戦略担当 新保 幸一さん
第一営業部門営業担当 諏訪部涼子さん（新潟 RAC
会員）
(4) ビジターの紹介
・松本英明君(浪江 RC) 野沢正信君(新潟北 RC)
(5) 新会員の紹介
日本海ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞ-(株)
取締役社長
八島 進
出席委員

このたび,高橋康隆様,渡辺洋一様のご推薦を賜り,伝統あ
る新潟ロータリークラブに入会させていただき,誠に有難う
ございました。本年 6 月 25 日付で,日本海エル・エヌ・ジー
勤務となり,新潟にまいりました。前任の菊池様同様，宜しく
お願いいたします。 前職は,東北電力で燃料の調達を担
当しておりまして,震災後の厳しい燃料情勢のなか LNG・石
油・石炭などの調達に奔走して参りました。出身地は福島
県福島市ですが,約40 年間ほど仙台に住んでおりましたの
で,新潟は初めての勤務地となります。このため,新潟での
生活を大変楽しみにしておりまして,これからロータリ―の
皆様との交流を通じご指導を賜りながら,人・文化そして風
土に親しみ,微力ながら地域貢献・社会貢献に努めていき
たいと思いますので,どうか宜しくお願い申し上げます。
(6) 委員会報告
・野球同好会 小柳実 GM
新潟 RC 野球部に携わり２１年目となり、９月４日野球部の
集いの場で監督の交代をお願いし新監督は高橋清文さん
に、キャプテンは山田 隆一さん、幹事長は石川 治壱さ
んにお願いすることになりました。

(8) ニコニコボックス紹介
・鈴木 滋弥君 先週は那須高原温泉、今週は栃尾又温
泉へ行って来ました。ひまなのですが忙しくしています。
・龍田 晃一君 ９/21 に結婚２８年をむかえます。その間、
単身赴任生活が１１年目になり妻には感謝、感謝です。
・坂本 光弘君 日本海 LNG の羽島さんの入会おめでとう
ございます。同じ企業グループとしてよろしくお願いしま
す。
・渡辺洋一君 八島進さんの入会を歓迎してﾆｺﾆｺします。
・佐野 晃之君 このたびは会員スピーチの機会をいただ
きありがとうございます。同席の新潟 RA メンバー社員や技
術スタッフも、ロータリー例会を経験することができますこと
に、感謝申し上げます。タイトルに掲げましたように、これ
からも ICT サービスが真に地域の元気に役立つように、微
力を尽くしたいと思います。
・塚田 正幸君 今日の卓話スピーカーは NTT 東日本の
差の支店長ですが、同行者の一人、諏訪部涼子さんは８
月から新潟ローターアクトクラブに入会しました。諏訪部さ
んどうか緊張せずに、と言っても佐野支店長と一緒では無
理かも知れませんが、例会を楽しんで下さい。青少年奉仕
委員会として歓迎します。
(9) 幹事報告(若槻 良宏幹事)
・例会終了後新会員オリエンテーションを５階『弥彦の間』
で開催致します。
・２５３０地区からのご案内「会津の里にこらんしょ！」を頂き
ました。（次ページに掲載）
(10) 会員スピーチ「ICT の利活用で地域を元気に」
NTT 東日本 理事 新潟支店長 佐野 晃之
(11) 本日の出席率 ７３．３４
％
(2 週間前メーク後 ８２．７６

%)

９月２４日の例会予定（18：30 開会の夜例会）
「新世代のための月間」に因み
新潟 RA 会長より活動報告とメンバー紹介

