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第 2063 回例会 11 月 12 日（木） 
於・例会場 PM12：30～13：30 

○点鐘                    川崎会長 

○ロータリーソング“奉仕の理想”斉唱 

○お客様紹介               加部東委員長 

・倉沢修市様（RI 第 2820 地区ガバナー   竜ヶ崎 RC） 

・秋田光祥様（RI 第 2820 地区副幹事    竜ヶ崎 RC） 

・小島律子様（RI 第 2820 地区月信編集委員 竜ヶ崎 RC） 

・清水貞一様（第 2 分区ガバナー補佐   ひたちなか RC） 

・飯塚敏晴様（ガバナー補佐セクレタリー ひたちなか RC） 

○ニコニコ BOX              山崎委員長 

・倉沢修市様 

・川崎会員 「ガバナーをお迎えして．」 

○米山功労クラブ表彰（19 回） 

 
○マルチプル・ポールハリスフェロー表彰 

・吉川会員（2 回目）・飛田会員（1 回目） 

○マルチプル米山功労者表彰 

・大網会員（9 回目）・山田(仁)会員(3 回目) 

○委員会報告 

★ロータリー財団委員会            関根委員長 

大内会員より$250，大山会員より$150 の寄付をお預かりし

ました．ありがとうございました． 

★会場監督                大内会場監督 

次週の職場訪問の出欠確認票を回覧しておりますが，本日の

例会後の変更の連絡は吉川副 SAA までお願いします． 

○出席報告                   海老澤委員長 

日 付 出席 欠席 メイク 出席率 天気 

11月12日 29 4 0 96.70% 晴 

○幹事報告                  飛田幹事 

・幹事メモの報告 

○ガバナー公式訪問卓話   

RI 第 2820 地区ガバナー 倉沢修市様 

 
RI テーマは｢世界へのプレゼントになろう（Be a gift to the 

world）｣は，我々は多くの知識や才能，仲間の協力による力

を持っていて，それらをロータリーを通じて地域社会や世界

に贈り返そうという意味で，贈り返すという行為を目指すの

ではなく，我々が行う行為全部が地域社会や世界への贈り物

になれるような高潔性，思いやり，多様性のある人間になろ

うということを示しています．インドの詩人ラビンドラナー

ト・タゴールは，「楽器の弦を張替えばかりしていて，肝心な

歌を歌わずに毎日を過ごしますか」と記しています．ロータ

リーの栄光は，まさにその『歌を歌う』道を見つける手助け

をしてくれることにあります．地区の目標は『初心にかえり 

新たなる一歩を』です．ロータリーの始まりは，雪と氷に閉

ざされたシカゴで，1905 年 2 月 23 日の夜，肩を寄せ合って

ポールハリス，ガスターバス・ローア，シルベスター・シー

ル，ハイラム・ショーレーの 4 人の友が集まったことから始

まりました．ロータリーは皆さまの心の中にあり，花を美し

きものと受容する皆さまの心の領域にあります．ロータリー

は皆さま人の心の美しさを学ぶためにあります．「奉仕」活動

は，その心の現れです．またロータリーは友情が基本で，「寛
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容の精神」に尽きると思います．会員は形式主義を脱ぎ捨て，

自然な（natural）態度に返り，楽しい集まり知人の集まりで

はなく，友人の集まりだということです．ロータリー本質は

慈善ではなく，目的にあるように，倫理を大事にする団体で

す．ロータリーでいうサーヴィスは邦訳の奉仕より遥かに概

念が広く，人のためになる行為全体を指しています．ロータ

リーは基本的には，一つの人生哲学であり，それは利己的な

欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという

感情（超我の奉仕）とのあいだに常に存在する矛盾を和らげ

ようするものであります．最近はより財団の活用がより重要

となってきました．そして今年度よりの特別月間はすべて財

団です．国際ロータリー理事会は，2014 年 10 月開催の第 2

回会合で，ロータリーの特別月間を，重点分野を強調するも

のに変更しました．2015 年 7 月からの特別月間は，次の通

りで，8 月：会員増強・新クラブ結成推進月間 ，9 月：基本

的教育と識字率向上月間，10 月：経済と地域社会の発展月間 

米山月間，11 月：ロータリー財団月間，12 月：疾病予防と

治療月間，1 月：職業奉仕月間，2 月：平和と紛争予防／紛

争解決月間，3 月：水と衛生月間，4 月：母子の健康月間，5

月：青少年奉仕月間，6 月：ロータリー親睦活動月間です．

なお，09 月の「ロータリーの友月間」，10 月の「米山月間」

は，日本独自で設定された月間です．ロータリーの重点分野

は平和と紛争予防/紛争解決，疾病予防と治療，水と衛生設備，

母子の健康，基本的教育と識字率向上，経済と地域社会の発

展です．私たちは，親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐく

み，国や文化を超えた理解を促します．私たちは高潔性をも

って約束を守り抜き，倫理を守ります．多様性を誇るロータ

リーは，さまざまな考え方をつなぎ，多角的なアプローチで

問題に取り組みます．私たちは，奉仕を通じてリーダーシッ

プと職業のスキルを生かし，地域社会の問題に取り組みます．

そして私たちは責任あるリーダーとして，世界の切実な課題

を解決するために行動します．地区目標として，公共イメー

ジの認知度の向上においては，クラブホームページの拡充，

ロータリー情報館の活用，職業奉仕の強調と中核的価値観の

推進をあげたいと思います．クラブのサポートと強化におい

ては，会員の増強と維持のため，会員が 49 名以下のクラブ

においては純増 1 名，会員が 50 名以上のクラブにおいては

純増 2 名を目標にしていただきたいと思います．クラブのサ

ポートと強化として，オンラインツールの利用を推進し，My 

Rotary へのアカウント登録，ロータリークラブ･セントラル

の入力をお願いしたいと思います．クラブの中長期目標の策

定し，ロータリーの戦略計画を的確に捉え，3 年委員会等を

導入したクラブの目標を検討していただきたいと思います．

人道的奉仕の重点化と増加においては，地元と海外の地域社

会で成果あるプロジェクトを生み出すために，全クラブに対

して地区補助金を活用していただきたいと思います．地区補

助金申請が 56/57 クラブ，臨時費使用クラブが 1 クラブと

お蔭様で全クラブの申請が完了しました．また，ポリオ撲滅

にも協力をお願いします．青少年や若きリーダーの支援とし

て，地区奨学生（地区補助金の奨学生）の募集，インターア

クト・ローターアクトクラブの活性化を図ります．ロータリ

ー財団の支援についてはロータリー財団寄付 1 人あたり

$150（財団年次基金 $130 ポリオプラス $20），ベネファ

クター（$1,000）：1 クラブ 1 名以上を目標とします．米山

記念奨学会への支援においては，米山記念奨学会寄付 1 人あ

たり 25,000 円以上（普通寄付：5,000 円以上(前期 2,500 円

以上・後期 2,500 円以上)特別寄付： 20,000 円以上）が目標

です．ご協力よろしくお願いします．ロータリーの会員数は

世界においても日本においても減少傾向にあります．また世

界において女性会員のしめる割合が 20%なのに対し，日本で

はまだ数%と低くなっています．また年齢分布も世界に比べ

て 30 歳代，40 歳代が少ないのが特徴です．例会開始時刻も

昼間の時間が多くなっています．世界では半数以上が夕方以

降の開始です．このようのことが会員増加につながらない原

因となっているのかもしれません．RI では 2015 年までに

128 万人の会員数を目標としています．2014 年 6 月 30 日現

在 120 万 7 千人なので，1 クラブにつき 2.3 名の増加で達成

できる数値です．すべてのクラブに毎年 2 名の新会員が入会

したら，世界中の地域社会でロータリーが影響を与えられる

でしょう．世界で見ると会員が増加しているところは，イン

ド，中国，アフリカ，南アメリカで，ヨーロッパが横ばい，

アメリカ，日本，オーストラリアが減少となっています．第

3 者機関による調査では，会員制組織にとって最も効果的な

マーケティング手段は口コミで，誘ってみることが肝心との

ことです．また退会理由の第 1 位は組織への参加の欠如でし

た．そして会員制組織の抱える課題のトップ 3 は会員となる

ことの価値を伝えることが困難であること，若い会員を勧誘，

維持することが困難であること，経済的な事情/会員にかかる

経済的負担となっています．クラブの魅力アップで会員基盤

を強化していくことが重要です．会員の皆さん，どうかよろ

しくお願いします．本日はありがとうございました． 

 

【今月はロータリー財団月間です】 

      

 

  
 

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

会報委員会    中川 潤一  猿田 昌平  土子 吉久 

 


