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2019-2020年度　国際ロータリーのテーマ

通算2845号　2019年7月23日（曇り）第4回例会　会員数124名　列席91名　出席率78.18% 

第4回例会

川嶋幸雄ガバナー公式訪問

点　　鐘　　旭　会長　

（日本ロータリー 100周年規定ゴング）

　　　司　　会　　副ＳＡＡ　田原会員

◇ロータリーソング「それでこそロータリー」

◇本日のランチ　小付　刺身（イカソーメン）

　サーモンピカタサラダ添え　香の物　味噌汁　

　御飯　デザート

ビジター紹介� 渡邉（有）会長エレクト
　

◇来訪ロータリアン　

4名（2クラブ）　累計26,541名

RI第2550地区

　ガバナー��川嶋幸雄　様�（栃木RC)

RI第2550地区第3グループB　ガバナー補佐　

　日下田真美　様�(宇都宮陽南RC)

栃木RC���ガバナー随行　　大木　洋　様

� � 　　　片根正敬　様

◇随行　田中隆之　様

�

　　会長挨拶� 　旭　会長　

皆様、こんにちは。本日は川嶋ガバナーをお迎

えしての例会です。先ほど別室にて、川嶋ガバ

ナー、日下田ガバナー補佐、随行の方々のいらっ

しゃる中、私と山中幹事とで、ガバナー方針及び

地区の見解を伺いました。当クラブは、川嶋ガバ

ナーの意向に沿って本年度事業を行うこと、また

当クラブの考えもお伝えいたしました。卓話では

さらにわかりやすくご説明いただけると存じます。

また、例会終了後クラブ協議会があります。ご出

席をお願いいたします。

◇バナーの交換

川嶋ガバナー＆旭会長

幹事報告� 山中幹事　

◇例会終了後、この部屋にて記念撮影。その後、

地下の藤の間で第3回クラブ協議会開催。

◇ロータリーの友7月号に五味渕年度の社会奉仕

事業、大船渡に桜の苗木を贈る記事の掲載有り。

◇「ポール・ハリスものがたり」発刊のお知らせ

ご希望の方は事務局までお申し出ください。

◇渡邊（和）会員より　熱中症予防の「OS-1」の

ちらし配布。購入希望者は渡邊会員迄。

委員会報告

◇スマイルボックス委員会　　　塚越副幹事

　川嶋幸雄ガバナー

　本日はよろしくお願い致します。

日下田真美ガバナー補佐

　ガバナー公式訪問、よろしくお願いします。

太城敏之パストガバナー

川嶋幸雄ガバナー宇都宮東RC公式訪問に

ようこそおいで下さいました。今日はよろし

くお願いします。

　田中隆之様

　お世話になります。

　大木　洋様

　お世話になります。

　片根正敬様

　よろしくお願いします。



　中山靖之会員

大人の休日ゴルフでメンバーの皆様に恵ま

れましたのはもちろん、恐ろしいハンディの

おかげで優勝できました。

　渡邊和裕会員

長い梅雨もようやく終わろうとしていま

す。梅雨が明けると一気に暑くなりそうです。

社員様の熱中症対策にOS-1はいかがですか。

どこよりも安いキャンペーンをしています。

通常4,800円のところ3,980円です。よろし

くお願いします。

◇親睦委員会　鈴木（明）委員長

　来週の例会は18：30より納涼親睦家族例会。

会場はホテル丸治なのでお間違いなく。

日本ロータリー 100周年記念バッチの贈呈

川嶋ガバナーより旭会長へ

卓　　　話

ガバナーアドレス

RI第2550地区　ガバナー�　

　　　　　　　　川嶋幸雄　様

はじめに、8月3日から八戸に

マローニーご夫妻がいらっしゃ

います。その後、福島で3.11

の震災の記念樹を植えることに

なっております。私も同行しようと思っています。

長崎や沖縄のガバナーもいらして歓迎することに

なっています。マローニーさんはアラバマ州の弁

護士です。今回、サンディエゴの会議の中で垣間

見た性格は、非常に明るく、古き良き時代のアメ

リカを代表するような生活や趣味、信条をお持ち

になっていると感じました。今の世界情勢を考え

た時、大きな分断があるのではないか、とのこと

でした。

午前中に会長、幹事ともお話したのですが、世

界の分断もありますが、家庭が分断されることに

よって子供たちが非常に大きな被害を受けていま

す。どんどんそうした数が増えつつあります。ま

た、現実問題として、アメリカや中国、日本や韓

国の問題もあると思います。一つお願いしたいの

ですが、9月28日にロータリーの日韓親善会議が

仙台であります。是非、ご参加して欲しいと思い

ます。また、台湾との日台の会議もあります。先

程午前中に、台湾との交流を今後重要視なさると

いうお話を伺いしましたので、是非、ご参加して

いただければと思います。結局のところ、基本的

な対話、良い事も悪い事もはっきり伝えて変えて

行く、ということが必要だと思います。民間の力

として伝えていただき、いろいろな形で仲良くし

ていかなければいけないと感じていますので、そ

うした会議にもどんどん出て欲しいと思っていま

す。

　それでは、はじめます。

―サンディエゴでの国際協議会のDVDを上映―

『2019年国際協議会RI会長エレクト（マーク・

　ダニエル・マローニー）テーマ講演』　

皆さん、おはようございます。サンディエゴへ、

そして2019年ロータリー国際協議会へ、ようこ

そお越しくださいました。今週、私たち一人ひと

が始める旅、2019-20年度に向けて、2019-20年

度とその先にともに歩んでいく旅は、私たちが一

緒につくるものです。出身国がどこであれ、話す

言語が何であれ、文化や伝統が何であれ、私たち

がここに来た目的は一つです。それは、より多く

のロータリアン、ローターアクター、そしてすべ

てのロータリーファミリーが、これまでよりもっ

とよく奉仕できるように、より強いロータリーを

築くことです。

最初の強調事項は、ロータリーを成長させるこ

とです。私たちの奉仕活動やプロジェクトのイン

パクトを成長させること、また、最も重要なのは、

これからより多くのことを達成するために、会員

基盤を成長させることです。昨年、ロータリーで

は、誰も望んでいなかった記録が打ち立てられま

した。それは、ロータリー退会者数の記録です。

期待した経験がロータリーで得られなかったから

退会した、という人たちがいました。生涯ずっと

ロータリーを愛しているという人たちもいました

が、彼らは去りました。その能力、経験、リー

ダーシップと一緒にロータリーを去ったのです。

この課題への答えは、退会者の代わりに新入会者

を増やすことではありません。会員減の根本原因、

すなわち、会員の不十分な参加や、着実に進む会

員の高齢化に取り組む必要があるのです。行動を

起こす時が来ています。新しい会員モデルをつく

り、ロータリー入会への新しい道をひらき、既存

のクラブが既存のニーズをかなえていないところ

で新しいロータリークラブとローターアクトクラ

ブをつくるのです。個人ではなく地域社会に入念

な目を向けることのできる多様な委員から成る会

員増強委員会をクラブに設置することです。地域

社会にいる人びとのグループ、役職、職業のう

ち、クラブに会員がいないのはどれか、見つける

必要があるのは、そういった人たちです。つまり、

「職業分類制度」と呼ばれるものです。113年間

続いてきたものであり、これを再発見し、活用す

る必要があります。これに加え、新クラブの結成

を通じてロータリーを成長させなければなりませ
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ん。ロータリークラブがないところだけでなく、

ロータリーが既に活発に活動している地域社会に

おいても、新クラブをつくる必要があります。ほ

かのクラブとは違う例会や奉仕の機会がある新し

いモデルのクラブを立ち上げる必要があります。

2つめの強調事項は、クラブよりも家庭に近い

ところにあります。それは、「家族」です。ロー

タリーの活動と家族との時間が競合せず、互いに

補完し合うような文化を作っていく必要がありま

す。

3つめの強調事項は、忙しく仕事しているロー

タリアンもロータリーのリーダーとなれるように

するための道をひらくことです。ロータリーのは

しごは、登るのが難しいものであるべきではあり

ませんし、その必要もありません。もっと簡単に

できるのです。ロータリーでリーダーとなること

を阻む障壁の多くは、私たち自身が築いたもので

あり、違う時代、違う世代に合わせてつくられた

ものです。今こそ、適応し、文化を変えるときが

来ています。

これら3つの強調事項は、組織内部の健全さ、す

なわち、ロータリーの成長を可能とする構造と機

能に焦点を当てています。しかし、ロータリーは

地域社会から孤立している存在ではありません。

4つめの強調事項は、長年にわたるロータリー

と国連との歴史的な関係に焦点を置いています。

ロータリーが大きく貢献できる「持続可能な開発

目標」に焦点を当てていきます。安全な水、保健

の充実、教育の改善、経済の安定など、世界の恵

まれない人たちのためにどの分野で活動する場合

も、ロータリーは、より健康で、平和で、持続可

能な世界に向けた国連の継続したコミットメント

を共有しています。奉仕と平和という精神の下に

世界中の人びとがつながることができ、目標に向

かって意義ある行動を起こすことのできるロータ

リーのインフラです。ロータリーのビジョン声明

は次のようにうたっています。「私たちロータリア

ンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中

で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが

手を取り合って行動する世界を目指しています。」

ロータリーを通じて、私たちはつながります。

ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深

く、意義ある形でお互いにつながることができま

す。ロータリーがなければ出会うことがなかった

人びと、職業上の機会、私たちの支援を必要とす

る人たちとのつながりをもたらしてくれます。私

たちは互いに、また地域社会ともつながり、同じ

クラブの会員だけでなく、私たち全員が属する世

界的コミュニティの人たちとつながっています。

ロータリーでの体験の中核にあるのが、この

つながりです。それがあるから、私たちはロー

タリーに入会し、ロータリーにとどまるのです。

ロータリーを成長させる方法も、つながりにあり

ます。そして、これが2019-20年度のテーマです。

「ロータリーは世界をつなぐ」世界がかつてない

ほど分断されている今日、私たち全員をつなぐの

はロータリーです。比類のない基盤を有するロー

タリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様

性とつながり、共通の目的を追求しながら末永く

深い絆をつくり出しましょう。

以上がマローニー会長のメッセージでした。次

に、会議で流れたビデオをお見せします。

ビデオの内容　

4つのタイプのロータリークラブの例会の有り

方、会員の構成、特徴、活動などを紹介する。一

つのクラブの紹介が終わる度に「このクラブは

ロータリークラブでしょうか？」という問いかけ

がある。

4例の問いかけに、500名位の人がいたのですが、

瞬時にYESかNOかで答えます。7割位がOKで後の

3割は「あれはロータリークラブじゃないよね。」

という答えが出てきました。しかし、この4例と

も「全部ロータリークラブです。」というふうに、

クラブに対する考え方が変わってきているという

ことです。どうすれば会員を増やすことが出来

て、拡大出来るのかを考えた時に、この中に、サ

ディスションがあるような気がしました。現実問

題としては、日本のロータリーの先行きを考える

と、ある意味でドラスティックに変えていかない

と、難しい面も出てくるかと思います。なんとか

して盛り返そうということを念頭に、新しい試み

を、退会者をなくすにはどうすればよいか、真剣

になってこれから考えないと、難しい面が出てく

るかなと思います。その参考として、皆さんにご

覧になっていただきました。以上です。よろしく

お願いします。

◇謝辞　　　　　　　　　　　　　　　　旭会長

◇点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　旭会長

◇記念撮影

クラブ協議会（第3回）

� � 　　進行　山中和弥幹事

� � 　　議長　旭　英幸会長

ガバナー挨拶　　　　　　　川嶋幸雄ガバナー
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2019 ～ 20年度各委員会の事業計画の発表

クラブ奉仕委員会　　　　　　　佐々木正委員長

　出席委員会　　　　　　　　　飯泉修一委員長

　スマイルボックス委員会　　　上野初雄委員長

� 　　　　　　（代理　山中幹事）

　会報・雑誌委員会　　　　　　石田裕之委員長

　ソーシャルメディア委員会　　田崎信孝委員長

　会員選考委員会　　　　　　尾野﨑孝夫委員長

　プログラム委員会　　　　　　吉田恭平委員長

　会員増強委員会　　　　　　　床井光雄委員長

　職業分類委員会　　　　　　　櫻井基雄委員長

　親睦委員会　　　　　　　　　鈴木　明委員長

　ロータリー情報委員会　　　　手塚正智委員長

　職業奉仕委員会　　　　　　　吉高神渡委員長

　社会奉仕委員会　　　　　　　山﨑盛美委員長

　国際奉仕委員会　　　　　　　永井泰幸委員長

　姉妹クラブ委員会　　　　　辻　裕司副委員長

　青少年奉仕委員会　　　　　　轟　宗雄委員長

　ローターアクト委員会　　　　松山　栄委員長

　インターアクト委員会　　　　清水秀修委員長

　ロータリー財団委員会　　　　渡邉有規委員長

　R米山記念奨学会委員会　　　�戸﨑勝彦委員長

　R米山記念奨学会学友委員会　�戸﨑勝彦委員長

　公共イメージ委員会　　　　五味渕秀幸委員長

　細則検討委員会　　　　　　　小菅庸二委員長

　会場監督（SAA）　　　　　���田原　聖　理事

　会計　　　　　　　　　　　　伴　　誠��理事

※2019～20年度�現況報告書に記載有り

「ガバナー講評」　　　　　　　川嶋ガバナー

　発表ありがとうございました。

・ローターアクト委員会へ

財務活動の意味についてガバナーから質問。

松山委員長より回答。

・姉妹クラブ委員会へ

ガバナーより　韓国との交流、台湾への精神

的な応援のお願い。

・社会奉仕委員会へ

ガバナーより　生活困窮世帯等の子どもへの

学習支援プロジェクトについて。5％～8％位

が生活困窮者で、お金だけではなく、ドメス

ティック・バイオレンスなどで非常に困って

いる部分がある。県内の7～8つの施設を回り、

いろいろな話を伺ったうえで、何が出来るの

か考えたい。1年、2年で終わることではなく、

現実的にはずっとサポートしていく必要があ

る。

継続的に続けていかなければならないと思う

ので、よろしくお願いします。

　夫人の会というのがございますが、これはか

なり強烈な組織だと思います。家族を巻き込ん

でロータリークラブの活動をおやりになってい

るということは素晴らしいことだと思います。

それも30年位続けているわけですね。こうした

クラブがあるということを、この後の公式訪問

でお伝えしていこうと思います。

　もうひとつ、古澤丈作さんの顕彰はどうして

もやりたいと思っています。実際に東京クラブ

にも行きましてお話したのですが、ほとんどご

存知ありませんでした。古澤さんは米山記念奨

学会の立ち上げにも大きく貢献しています。栃

木県出身の方でもあり、前向きに顕彰していき

ますので、よろしくお願いいたします。
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