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≪会長要件≫ 三川会長 

自己開示とは胸襟を開く､腹を割る

などに近い言葉です。昨日テレビの国

会で党首討論会をやっていて、野田総

理が胸襟を開いてと言っていましたが､

良く使われる言葉です。一般的に心を開いて本音を打

ち明けると言う事です。私達、心理療法では患者が本

音をさらけ出し、うちあけてくれる。治療者が自分の

考えや感情を伝えると言うところで自己開示が展開し

ます。 

意義ですが､本音を出すことで自分の為になる。自己

開示が本当になされれば成果が得られます。①自分へ

の洞察を深められる。②鬱積したものを浄化できる。

③親密な人間関係が作られ、好意や信頼が深まる。④

心理療法の効果を高める。⑤集団療法の効果を高める。

専門分野でも治療効果が深まります。自己開示が行わ

れれば社会生活は豊なものになり、実りが深いものと

なります。ところが必ずしも理想的に行われる事が無

く不十分であります。自己開示に、人はためらいと戸

惑いが出ます。隠したいところがあり、自己統制が出

ます。恥ずかしい思いや、相手に対し抑えておこうと、

自己開示に規制を行い、相手によって自己開示が多か

ったり少なかったりと量的問題も生じてきます。さら

に質的問題、感情的･攻撃的言動が出たりする場合もあ

り、それらに問題があります。  

自己開示度の程度ですが、①性差。女性はおしゃべ

りだと言います。自己開示しやすく語りたがる傾向に

あります。男は構えます。②親密度。様々な対象で親

密度が変わります。子どもは父親よりも母に打ち明け

る事が多いです。母と娘の関係は男にとってはうらや

ましい関係です。男子は打ち明けられずに思春期を過

ごす事が多いです。 

ロータリークラブと自己開示。会員が適切な自己開

示をする事でロータリークラブは活性化します。私の

会長要件も 34 回目でどの程度出来たか？いくらか自

己開示していると思って話しています。会員の卓話も

そうです。自己開示していただきたい。そうする事に

よりロータリーが活性化することです。 

≪幹事報告≫伊藤副幹事 

＊5 月の例会プログラム 

3 日：休日休会。蕪島清掃（例会では

ありませんが、出席するとﾒｰｷｬｯﾌﾟとな

ります） 

10 日：会員卓話（スペシャル席：三浦晃会員） 

17 日：任意休会 

24 日：親睦委員会担当例会 

31 日：次年度会長担当例会(クラブ協議会) 

＊創立記念、再調印式、トイレ完成報告会。来週です。

韓国から 8名いらっしゃいます。 

＊南浦項ＲＣ歓迎市内観光と予算について(略)、ニコ

ニコをよろしく。通訳は柴ミツエさん。 

＊各ＲＣの例会変更 

八戸ＲＣ：5/2 任意休会。5/9 場所変更 

八戸東ＲＣ：5/4 任意休会。5/18 と 5/25 場所時間変更 

≪ニコニコ･ボックス≫豊川親睦委員 

三川会長：黒田会員、三浦会員本日は宜

しくお願いします。 

鈴木会員：花粉症が急に増え、ようや

く春になりました。本日早退失礼 

平光会員：本日 4 月 12 日は私の誕生日

です。ロータリーに入会して 4 年半になりますが、き

ちんと成長できていますでしょうか？皆様これからも

ご指導よろしくお願い致します。 

≪出席報告≫ 清川出席委員 

正会員 43 名出席免除会員を除く会員 34 名中 

本日の例会は免除会員 3 名を含む 31 名出席率 84％

前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 2 名で出席率 84％ 

1783 回例会要旨 

・会長要件（自己開示について） 

・幹事報告 

・各委員会報告（出席、親睦） 

・Ｒ情報･退会防止委員会担当例会 三浦委員長 

    上記講話         黒田会員 
・蕪島トイレ完成報告会について  熊谷委員長 



  

 

黒田会員：職員の食事代 

野澤会員：本人誕生祝、奥様誕生祝、結婚記念日 

≪Ｒ情報･退会防止委員会担当例会≫三浦委員長 
 今日は担当例会です。黒田先生に講話をお願いしま

した。一足早く世界の情報に触れられる機会でありま

す。よろしくお願い致します。 

黒田正宏パストガバナー： 
 ロータリーの事を良く知らないう

ちに退会することを防がなければな

りません。地区やＲＩレベルの情報

を知らせて欲しいとの委員長の依頼

です。書類を配布しています。 
１．インド、ポリオ常在国リストから除外：ロータリーはポ

リオ投与のキャンペーンをしています。全会員が寄付

や投与を行ってきて、インドは一年間野生型ポリオが

発生していません。現在の常在国はアフガニスタン、

パキスタンとナイジェリアの３カ国のみ。内紛が起

きている地域です。ナイジェリアは北と南でイスラ

ムとキリスト教と分かれ、アメリカ人が投与する事

を嫌い、今は現地の人が投与していますが、ＷＨＯ

では資金が足りません。RI は WHO などによる徹底

した監視活動を支援して行きます。 
２．シェルターボックスがロータリーのプロジェクトパートナーに

なる：震災の時、イギリスのシェルター関係者の方が

調査員を派遣するので仙台にホテルを取り案内人を

と依頼されたが、ＲＩの正式なプログラムとなって

いません。テントにロータリーマークをつけ、1 か

月分の必需品がついていますが、このプログラムは

以前、会計報告が不十分だった経緯があります。そ

の後ＲＩ理事会とイギリスの代表が話し合い、今年

3 月にロータリーマークをつけることを認める。災

害被災地での発生直後の支援をする。ロータリアン

の参加や寄付支援を行い、年間報告書を RI に提出

することでパートナーとなることが認められた。 
３．ロータリー東日本震災復興基金日本委員会の状況： 
蕪島トイレにも関わっていましたが、財団のＤＤＦ

を使って復興支援が出来なかった(世界には食べる

ことの出来ない人が多くいるとの理由)しかし日本

震災復興基金日本委員会を作ることでＯＫが出まし

た。そのプログラム申請が 3 月 31 日で終わりまし

た。270 の申請あり。世界からの寄付金は 4 億 5600
万円。これを基礎にして地区、クラブや会員が寄付

を加えて約 10 億円の復興支援プログラムを実施。委

員会がロータリー財団より一任され、被災地のニー

ズ特定、資金の配分管理、実施されるプロジェクト

の監督、プロジェクトに関する報告、適切な資金管

理を行った。今回はマッチング・グラントとグロー

バル補助金の要件を満たさない活動も承認を受け実

施された。 
 別にガバナー会が集めたのは高校生の奨学資金と

なり 5 年間のプログラムを日本独自で行います。 
４．5 月 6～9 日のバンコク国際大会：何故重要かという

と、9 日の閉会式では次年度 RI 会長の田中作次氏が

挨拶し、リスボン国際大会の案内、登録の働き掛け

をします。４月上旬で日本からの登録者約 3,000 名。

当地区からは約 38 名。世界では約 30,000 名。厳し

い時ですが 1 割で頑張っています。 
５．国際大会の分科会：本会議の後に分科会がありま

す。職業奉仕の分科会は私が担当。プログラム内容。 
カルヤン RI 会長によるメッセージの後、6 人の方が

伝統的なことだけでなく、今も重要な職業奉仕をど

う生かすかとはんします。①職業奉仕と RI 戦略計

画の関連、②ロータリーの行動規範、③ロータリー

財団・未来の夢計画による職業研修チームプログラ

ム、④会員増強のための今日の職業分類、⑤四つの

テスト、⑥第 2580 地区（東京・沖縄）における職

業奉仕活動、著書「奉仕こそ私の仕事」などフロア

ーとの自由討論。ISO26000 の社会的責任とその存

在理由等、環境保全、地球維持の為の経済、文化面

などを英語で行います。私の言葉が何処まで通じる

か心配ですが、委員の方の協力を仰ぎながら責任を

果たしたいと思っています。 
６．国際大会友愛の家での RI 職業奉仕委員会によるポ

スター展示：友愛の広場は談話するなど休憩する所で

す。そこに日本は米山の事や災害の事、世界の職業

奉仕のポスターを貼ります。第 2580 地区（東京・

沖縄）とその東京浅草 RC の協力を得て準備しまし

た。当日のポスターの一

部を例会に持参してい

ます。八戸南 RC 会員の

アドバイスを受けたい

と思います。他に折りた

たみ名刺大のカード（四

つのテストと職業奉仕

12 章記入）を配布する。

職業奉仕に対する日本のロータリーの考え方も PR。

扇子と手ぬぐいも準備しました。8：30～6：00 迄会

場に座って質問に答えます。 
７．RI からの地区再編成案提出要請への対応。：1200名

いなければと、編成案を出すようにＲＩは言ってき

ています。秋田との案、地区を半分にして岩手の方

とか、北海道とかの案です。数だけで決められても

と再編成の猶予をもらっていますが、現在はクラブ

の意向、半数以上の反対意見が有効ですが、来年の

規定審議会にＲＩ理事会は地区編成を強制実行でき

る案を出す予定です。田中ＲＩ会長年度の理事会は

大変です。小山内さんは力を入れて頑張っています。

弘前の方に新クラブが出来るようですが、青森が

1200 になっても秋田のほうがどのような案を出す

か？で変わって来ます。 



８．ロータリー・リーダーシップ研究会の翻訳本１と 2 を作成

完了：ロータリーの知識、短い解答をつけてテキス

トがほぼ完成されて、今セミナーに活用して欲しい

と準備しています。   

≪蕪島トイレ報告会について≫ 熊谷道雄委員長  
創立記念、再調印式、トイレ完成報告会は来週です。

3 枚つづりの資料配布しました。 
式典が始まる前までお客様をお迎えすることに緊張

を持って、役割分担があります。それぞれが行動をし

て下さい。3 枚目は式次第です。１階と３階でお迎え

をして下さい。よろしくお願い致します。

 


