
《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　小谷野職業奉仕委員長�

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　　立原雅夫様（川越）

　　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　　井花富男様（新狭山）

　　　　　　地区副幹事

　　　　　　　岡本正巳様（川越）

・記念卓話　立原雅夫ガバナー�

【会長報告】

　先週、ガバナー補佐例会でしたけれども、

早速、井花様から御礼のはがきが届いており

ます。本当に有難うございます。

　会長になると７月からは毎週のように地区

の研修会があると思って楽しみにしていたの

ですが、７／９米山は「（会長は）来なくてよい」、

７／１６広報は小久保委員長と行きましたが、

７／２３は森先生の「偲ぶ会」で社会奉仕に行け

ず、この前の土日も無く、何となく欲求不満の

状態です。幸い８／６に職業奉仕の勉強会が

ありますので小谷野委員長と山岸地区委員と

３名で行って参ります。

　立原ガバナーは私と同期でＪＣも同期で理

事長でした。地区では０４―０５年度国際奉仕委

員に始まり、２年前のＣＬＰ対応副委員長、等、

６年位の過程を経てガバナーになられました。

私にとっては緊張の例会が続くわけですが、

今日一日よろしくお願い致します。

【幹事報告】

・８月ロータリーレート １＄＝８０円�

・駿河台大学「秋の公開講座」ご案内�

・各クラブ週報／所沢、狭山、越生毛呂�

◎例会変更のお知らせ

◇狭山ＲＣ

・８／１２（金）  例会取止（定款６―１―Ｃ）

・９／９（金）    ガバナー補佐公式訪問�

・９／１６（金） ガバナー公式訪問�

・９／２３（金）  例会取止「秋分の日」

　　　　　　（定款６―１―Ｃ）

【委員会報告】なし

【出席報告】無断欠席なし  【ＭＵ】なし　 増島君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・立原ガバナー、井花ガバナー補佐、岡本地区副

　幹事ようこそ。本日はよろしくお願い致します。

　吉島君、間邉君、吉田（武）君、安藤君、土屋（崇）君

　　　　　　　　　　　　中里（昌）君、平沼君�

・立原ガバナーようこそ。会議所時代はお世話

　になりました。ＲＣでもよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・入会記念、有難うございます。  細田（伴）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計１２，０００円、累計額１８２，５００円。

◎１０日例会当番は中里（昌）会員、中里（忠）会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　吉島会長

　Ｓ２３年５月１９日生まれ。Ｓ４７（１９７２）年、

慶應義塾大学工学部を卒業。立原電機株式会社・

代表取締役社長、職業分類は「電気器具」。Ｈ５

年、川越ＲＣ入会。０１―０２、幹事。その後、前述

のように地区へ出向、０７―０８、川越ＲＣ会長。

０９―１０、組織ＣＬＰ対応副委員長、等。川越青

年会議所理事長、日本青年会議所委員長を歴任。

現在、川越市姉妹都市交流委員会代表、小江戸

川越観光親善大使、川越商工会議所副会頭。

　川越ＲＣは今年６０周年。その節は皆様にも

是非応援をして頂きたいと思っております。

　飯能にはお世話になった諸先輩が大勢居ら

れます。ただ、吉島会長は学校が同窓で、特に

ゴルフは、私が未だ若かりし頃、“レフティ”で

かっこいいんですよね。憧れた一人です。そう

いう意味では少し安心してやらせてもらいます。

ガバナー補佐の井花さんはＲＣの事を本当に

よくご存知なので、困った質問があれば全部

井花補佐に答えてもらおうと思っています。

　お役目ですので最近の国際ロータリー（ＲＩ）

の事も含め、少しお話させて頂きたい。

　ガバナーになりますと国内でも色々な研修

やセミナーでロータリーの事を勉強させられ

ます。一番のまとめが１／１５から１週間行って

きたのですが、米国・カリフォルニア、サンディ

エゴでの「国際協議会」。そこで本年度のＲＩ

会長が登場、マークとテーマを発表されたわ

けです。今年のＲＩ会長はカルヤン・バネルジー

という方で、インド・ムンバイのご出身。農業

用肥料、農薬等を大きく手掛けている会社の

社長で大変精力的な方です。テーマ「こころの

中を見つめよう 博愛を広げるために」につい

て「今年はまず自らの心を見つめ直して、ロー

タリー活動をもう一度見て下さい」と言って

おられます。３つの強調事項「家族」「継続」「変

化」について大変分かり易い説明がありました。

東洋人として共通の感覚があるのだと思います。

　まず「家族」を大事にして下さい。「家族」が

全ての基本でしょう。それが無ければ自分の

会社、ロータリー的には〈職業奉仕〉も無く、

社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕にも繋がらな

い。「家族」を基本的に大事に、と言われました。

極めてインド的だと思います。先程、何人かの

方とお話して、「家族が一番苦手だ」と言って

いた方がいらっしゃいましたが、今年は大事

にして、基盤となるようにして頂きたい。

　次に「継続」。ロータリーの最も得意とする

〈奉仕〉というプログラムの、良いものは継続

して欲しいという事。〈奉仕〉という名の下の

プログラムはいろんな分野で沢山あり、それ

ぞれ特質、特長があると思いますが、特に良い

ものは続けて下さいと強く言っておられまし

た。「ポリオ・プラス」もいよいよ終局に向けて

のプログラムをやっていく年。ＲＣ関係誌に

は「エンド・ポリオ・ナウ」「ラストインチ（指で

『あと、これだけ』の意）・ポリオ」等の言葉が見

られます。収束に向け、あと一寸で地球上から

ポリオ（小児麻痺）の病原体が無くなるだろう

と考えているわけです。

　もう１つは「変化」。いつの世も時代の変化

は激しい。ロータリーも当然、この「変化」にチ

ャレンジして対応して下さいと言っておられ

ます。ガンジーの「世界の変化を望むなら、あ

なた自身がその変化にならなければならない」

を引用して３つの強調テーマを発表しました。

「ロータリーのメンバーはロータリーを通じて

世界がもっと良くなる事を望んでいるはずだ。

ですから〈奉仕活動〉を通じて、世界にロータ

リーを繋げて下さい」。２５００名位居る会場で

スタンディングオベーションで彼のメッセー

ジは受け入れられました。いずれ何処かでお

目にかかれるとは思いますが、東洋からの代

表という事で大喝采を浴びました。

　私も慌てて勉強しました。ガバナーとして

のテーマはエレクトの前半の方で決めなけれ

ばいけない。米国に行く前には方針を立てて

いなければという事で私なりに立てたのが

「Smart Rotaryを探して」。…経済用語も含め、

今、社会の中で「Smart」がキーワード的にな

っている。原発事故で電力界では「スマートグ

リッド」という言葉が流行っています。「かっ

こいい」「痩せている」という風に使われてい

ましたが本来は「賢い」という意味。「賢いロー

タリーを探そうではないか」という事で「頭の

良い」という意味ではありません。

　実はガバナーに推された時、「〈ロータリー〉

って、このまま行って、続けていけるのかな」と、

素朴な疑問を持ったわけです。これから続け

て行くには賢い知識と賢いやり方をしなけれ

ばいけないなぁと薄々感じていたところで発

想しました。副題として「継続できるロータリ

ークラブとは」と投げかけさせて頂きました。�

米国に行き、ＲＩ会長のお話を聴き、確かに今、

ロータリーはいろんな意味で苦しんでいる部

分がございますので、「共通したテーマで良か

ったなぁ」と思いました。

「１９０５年、シカゴでポール・ハリス始め４人の

メンバーで始まったロータリー」という話は

よくご存知だと思います。過去１００年はロー

タリアンの先人達が守り抜いて今日のＲＣがあ

る。その間、戦争や社会的・経済的変化、貧富の

差が激しくなったり等あり、ロータリーも変

化して今日までやって来た。先輩達のお蔭で

現在もロータリー活動を安心してやっていら

れる事には拍手と感謝をしたいと思いますが、

今、ロータリーは大変大きな組織になっています。

沢山の事業もやりプログラムも増えている。

素晴らしい過去１世紀の一つの終着点の代表

として、今、ポリオ収束を象徴的に表現してい

るわけです。ビル・ゲイツが何百億も資金を出

したり等している。では、次なる１００年、これ

からの１世紀をどうしたら良いか。今、それ

が問われているわけです。�ポリオに代わる皆

が分かりやすい目標／ターゲット、巨大化し

た組織をどう運営して行ったら良いか等、そ

のような事が当然、話題になって来たわけです。

　そこでＲＩでは「長期計画」というものを立

てました。大目標には「超我の奉仕」という、

今までと変わらないものがあるわけですが、

これには〈３つの柱〉を持って進む。これが過

去と少しずつ変わって来ています。

　１つは「クラブのサポートと強化」。日本に

限らず世界中で同じ現象が出ているようで、

メンバーがなかなか増えない。クラブを充実

させて、もっと活動し易いようなシステムを

作ろうではないかという事で、クラブを主体

として大事にして行きたいというのが１つ。

　もう１つは「人道的奉仕の重点化と増加」。

奉仕の精神をもっと続け、また、新しいもの

も増やして行こうという事。特に、世界的な

レベルでやる奉仕には〈６つのテーマ〉を選び、

それに対するものには補助金を出して行きま

しょうという事でやっております。

　そして「公共イメージの認知度と向上」。今

までロータリーは自己満足的に自分達がやっ

ていれば良いとしていたのですが、もっと外

にアピールして、ロータリーの宣伝も含め社

会に認知してもらおうという事。１００年間、

数々の歴史を踏まえ、この“歯車”のマークが

世界的なブランドになった。是非これを活か

してもっと奉仕の活動に利用して行こうとい

う方向が出ています。

　この〈３つの柱〉を次なる１００年、もっと

やって行こうということなのです。

　もう１つの大きな組織として、ロータリー

財団がございます。“資金集めの会社”ではな

いかと言われますが、当然、資金を活用、運

用している部分です。ここが次なる１００年

に向けて「未来の夢計画」というものを立てま

した。２０１３年から実行されるのですが、今

年と来年で、いろいろなシステムを作り上げ

て行かなければならないのです。

　まず、補助金を新しいシステムを使って出

します。手続きも変わります。従って「地区」

の「補助金制度」が新しく変わります。もう１つ、

〈６つのテーマ〉に対しての「グローバル補助金」。

「マッチング・グラント」と言って他所の国の

ＲＣと共同した事業に対しては更にそれを応

援するという新しいシステムを作る計画です。

ＲＩとロータリー財団とでは今まで多少方向

が違っていた部分があったらしいのですが、

共通の方向に向かって運用して行こうという

事です。おそらくロータリーも相当巨大化し

て、いろんなものが大変つかみづらくなって

来た事と運営の大変さがこの辺に出て来てい

るのかなぁと私は思っております。

　一方で“シカゴの苦悩”と言いますか、次の

１００年の目玉が未だ決まりません。今までの

１００年とは世間、世界が変わっています。貧

富の差が逆転したり無くなったり、経済的な

優位度が変わっている。科学技術、通信も含め、

世界の変化に対応するロータリーという事で

シカゴは大変苦しんでいる状況です。それを

受け、私も実効的な地区の部分を考えている

わけです。地区テーマの中で、今年１年間は

各部門の大きなセミナー、勉強会等には、必ず

「研修委員会」を入れて下さいと言っておりま

す。それと、各部門セミナーには会長ではなく

担当委員長になるべく出て頂きたい。会長幹

事は何でもかんでも出席して何が何だか分か

らなくなってしまうというのがあり、また、他

にも情報を得るチャンスが沢山あるわけです。

委員長に出て頂ければいずれリーダーとして

活躍もしてもらえる、ロータリーに親しんでも

頂けると思い、強く申し上げました。「研修リ

ーダー」に大きな目標を持ってやってもらっ

ている。ガバナー補佐には事務的な事も含め

てしてもらっているわけですが、情報をいち

早く皆さんにお知らせしようと思い、各部門

セミナーには１０～２０分でもいいからＲＩ情

報を話せる場面を必ず入れて欲しいとお願い

してあります。ＲＬＩ等のルールも含め、地区で

同じ情報を早く分かち合おうという事をテー

マにやっております。

　３．１１東日本大震災と津波、２次的災害とし

て原発事故が起こり、ガバナーエレクトの立

場でしたが、大変な災害の時、ロータリーとし

て何をしたら良いのか自問自答したわけです

が全く答えが出て来なかった。お金を出す事

等は当たり前の意見として出るが、「ロータリ

ーとしてまとまって何をしたら良いか」と考

えた時、なかなか良い答えが出ないし、未だに

何が一番良いのか分からない。個人単位では

いろいろ考えられるが、ロータリーとして何

をしたら良いのか。未だに考えている次第です。

よく「ロータリーって何ですか」と聞かれたら、

ひと言ふた言でどう答えるかという会話があ

ります。「世界のナンバーワンの奉仕団体」が

分かり易いのかなと思いますが内容はなかな

か分からない。そういった事を３．１１以降、さ

らに疑問に思いました。得意なはずの〈奉仕〉が、

答えが見つからない。悔しいと言うか「ロータ

リーって何だろう？」と自問自答しました。

　義援金について少しお話させて頂きたい。

昨年度、西川ガバナーの時、地区から２千万円

程度の義援金を出された。日本のロータリー

全体では９億３千万円位の義援金で、うち実

効したのがおよそ１億３千万円位。８億円位

を未だガバナー会として持っているわけです。

　去年一応発案されたのは、一つには、皆さん

の有益な義援金を被災された孤児の育英資金

に充てようというもの。安藤忠雄氏の「桃・柿

育英会」や大相撲の会等も育英資金を出して

いるのでロータリーもそういった事に活用し

ようではないかという事です。

　もう一案は「ファイブ・フォー・ワン」と呼ば

れています。宮城・岩手（第２５２０地区）では８３

ロータリークラブのうち２６クラブが震災の影

響を受け、事務所が無くなったり会社が無く

なったりと悲惨な事があり、クラブが消えか

かっています。把握されていない福島も含め

ればもっと数がある。語呂合わせ的なところ

で「５つのロータリーで１つのロータリーを

救おう」、つまり複数のロータリーで消えか

かった仲間のロータリーを救おうというもの

です。以上２つは長期的な資金運用。

　もう１つ、６／３０ギリギリに出てきた案は、

「公益財団法人」を取った「ロータリー日本財団」

の短期的プログラム（７／１～１２／３１）。「日本財

団」に寄付すると免税措置があり、それをＲ財

団に一回入れるのですが、すぐに１００％「日本財

団」に戻し、好きなように使って下さいという

システム。個人ではなくロータリー全体とし

て、１つの大きな固まりとして何が出来るか

という事を、紆余曲折あり、今もガバナー会で

検討していますが、もう少しで結論が出て参

ります。今年は地区協議会の申し送り事項と

して前期／後期５千円ずつの援助を頂く計画

になっていますが、それも含めてご報告させ

て頂きたい。義援の形についてはもう少々お

待ち願いたいと思っております。

「日豪青少年交流プログラム」を今年は中止

とさせて頂きました。３０数年の歴史のある地

区のプログラムですが、ＲＩ公認ではないため、

万一トラブルや事故があった場合、ガバナー

または地区が全責任を負わなければならない

という実態がここ数年ガバナーの間で囁かれ

出しました。何とかしなければという事で、「来

年は中止」というお手紙を相手方に出させて

頂きました。「ご意見等はガバナー事務所に」

と出したのですが未だご返事はありません。

止めて整理するのもガバナーの役目かと思い

ます。パースには妹が数年間住んでいた事も

あり本来なら私も皆さんと行きたいところで

すが残念ながら今年は止めさせて頂きます。

今、世界的にもコンプライアンスの時代なので。

　１１／１９・２０は川越プリンスホテルにて地区

大会、９／２０には霞ヶ関ＣＣで記念ゴルフ大会。

楽しむ事も沢山ございます。是非ご参加お願

いしたいと思います。

「Doing Good In The World」（何か良い事

を世界でしよう）という事が今、ロータリー

ではキーワードとして囁かれるようになりま

した。大変分かりやすい言葉だと思います。

是非皆さんも仲間を増やすため「世界で何か

良い事をしようよ」という言葉を是非使って

頂きたいと思います。�

　私は自分の家族も含めて、モットーとして

「明るく！楽しく！美しく！」でやらせてもら

っています。本年、一生懸命やりたいと思い

ますので、是非皆様のご協力をお願いしたい

と思います。
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当 番 前島君、丸山君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

会員増強および拡大月間
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《ガバナー公式訪問例会》

・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　小谷野職業奉仕委員長�

・ビジター　第２５７０地区ガバナー�

　　　　　　　立原雅夫様（川越）

　　　　　　地区第３グループガバナー補佐

　　　　　　　井花富男様（新狭山）

　　　　　　地区副幹事

　　　　　　　岡本正巳様（川越）

・記念卓話　立原雅夫ガバナー�

【会長報告】

　先週、ガバナー補佐例会でしたけれども、

早速、井花様から御礼のはがきが届いており

ます。本当に有難うございます。

　会長になると７月からは毎週のように地区

の研修会があると思って楽しみにしていたの

ですが、７／９米山は「（会長は）来なくてよい」、

７／１６広報は小久保委員長と行きましたが、

７／２３は森先生の「偲ぶ会」で社会奉仕に行け

ず、この前の土日も無く、何となく欲求不満の

状態です。幸い８／６に職業奉仕の勉強会が

ありますので小谷野委員長と山岸地区委員と

３名で行って参ります。

　立原ガバナーは私と同期でＪＣも同期で理

事長でした。地区では０４―０５年度国際奉仕委

員に始まり、２年前のＣＬＰ対応副委員長、等、

６年位の過程を経てガバナーになられました。

私にとっては緊張の例会が続くわけですが、

今日一日よろしくお願い致します。

【幹事報告】

・８月ロータリーレート １＄＝８０円�

・駿河台大学「秋の公開講座」ご案内�

・各クラブ週報／所沢、狭山、越生毛呂�

◎例会変更のお知らせ

◇狭山ＲＣ

・８／１２（金）  例会取止（定款６―１―Ｃ）

・９／９（金）    ガバナー補佐公式訪問�

・９／１６（金） ガバナー公式訪問�

・９／２３（金）  例会取止「秋分の日」

　　　　　　（定款６―１―Ｃ）

【委員会報告】なし

【出席報告】無断欠席なし  【ＭＵ】なし　 増島君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・立原ガバナー、井花ガバナー補佐、岡本地区副

　幹事ようこそ。本日はよろしくお願い致します。

　吉島君、間邉君、吉田（武）君、安藤君、土屋（崇）君

　　　　　　　　　　　　中里（昌）君、平沼君�

・立原ガバナーようこそ。会議所時代はお世話

　になりました。ＲＣでもよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・入会記念、有難うございます。  細田（伴）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計１２，０００円、累計額１８２，５００円。

◎１０日例会当番は中里（昌）会員、中里（忠）会員です。

【記念卓話】

講師紹介　　　　　　　　　　　　吉島会長

　Ｓ２３年５月１９日生まれ。Ｓ４７（１９７２）年、

慶應義塾大学工学部を卒業。立原電機株式会社・

代表取締役社長、職業分類は「電気器具」。Ｈ５

年、川越ＲＣ入会。０１―０２、幹事。その後、前述

のように地区へ出向、０７―０８、川越ＲＣ会長。

０９―１０、組織ＣＬＰ対応副委員長、等。川越青

年会議所理事長、日本青年会議所委員長を歴任。

現在、川越市姉妹都市交流委員会代表、小江戸

川越観光親善大使、川越商工会議所副会頭。

　川越ＲＣは今年６０周年。その節は皆様にも

是非応援をして頂きたいと思っております。

　飯能にはお世話になった諸先輩が大勢居ら

れます。ただ、吉島会長は学校が同窓で、特に

ゴルフは、私が未だ若かりし頃、“レフティ”で

かっこいいんですよね。憧れた一人です。そう

いう意味では少し安心してやらせてもらいます。

ガバナー補佐の井花さんはＲＣの事を本当に

よくご存知なので、困った質問があれば全部

井花補佐に答えてもらおうと思っています。

　お役目ですので最近の国際ロータリー（ＲＩ）

の事も含め、少しお話させて頂きたい。

　ガバナーになりますと国内でも色々な研修

やセミナーでロータリーの事を勉強させられ

ます。一番のまとめが１／１５から１週間行って

きたのですが、米国・カリフォルニア、サンディ

エゴでの「国際協議会」。そこで本年度のＲＩ

会長が登場、マークとテーマを発表されたわ

けです。今年のＲＩ会長はカルヤン・バネルジー

という方で、インド・ムンバイのご出身。農業

用肥料、農薬等を大きく手掛けている会社の

社長で大変精力的な方です。テーマ「こころの

中を見つめよう 博愛を広げるために」につい

て「今年はまず自らの心を見つめ直して、ロー

タリー活動をもう一度見て下さい」と言って

おられます。３つの強調事項「家族」「継続」「変

化」について大変分かり易い説明がありました。

東洋人として共通の感覚があるのだと思います。

　まず「家族」を大事にして下さい。「家族」が

全ての基本でしょう。それが無ければ自分の

会社、ロータリー的には〈職業奉仕〉も無く、

社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕にも繋がらな

い。「家族」を基本的に大事に、と言われました。

極めてインド的だと思います。先程、何人かの

方とお話して、「家族が一番苦手だ」と言って

いた方がいらっしゃいましたが、今年は大事

にして、基盤となるようにして頂きたい。

　次に「継続」。ロータリーの最も得意とする

〈奉仕〉というプログラムの、良いものは継続

して欲しいという事。〈奉仕〉という名の下の

プログラムはいろんな分野で沢山あり、それ

ぞれ特質、特長があると思いますが、特に良い

ものは続けて下さいと強く言っておられまし

た。「ポリオ・プラス」もいよいよ終局に向けて

のプログラムをやっていく年。ＲＣ関係誌に

は「エンド・ポリオ・ナウ」「ラストインチ（指で

『あと、これだけ』の意）・ポリオ」等の言葉が見

られます。収束に向け、あと一寸で地球上から

ポリオ（小児麻痺）の病原体が無くなるだろう

と考えているわけです。

　もう１つは「変化」。いつの世も時代の変化

は激しい。ロータリーも当然、この「変化」にチ

ャレンジして対応して下さいと言っておられ

ます。ガンジーの「世界の変化を望むなら、あ

なた自身がその変化にならなければならない」

を引用して３つの強調テーマを発表しました。

「ロータリーのメンバーはロータリーを通じて

世界がもっと良くなる事を望んでいるはずだ。

ですから〈奉仕活動〉を通じて、世界にロータ

リーを繋げて下さい」。２５００名位居る会場で

スタンディングオベーションで彼のメッセー

ジは受け入れられました。いずれ何処かでお

目にかかれるとは思いますが、東洋からの代

表という事で大喝采を浴びました。

　私も慌てて勉強しました。ガバナーとして

のテーマはエレクトの前半の方で決めなけれ

ばいけない。米国に行く前には方針を立てて

いなければという事で私なりに立てたのが

「　　　　　　 を探して」。…経済用語も含め、

今、社会の中で「　　　」がキーワード的にな

っている。原発事故で電力界では「スマートグ

リッド」という言葉が流行っています。「かっ

こいい」「痩せている」という風に使われてい

ましたが本来は「賢い」という意味。「賢いロー

タリーを探そうではないか」という事で「頭の

良い」という意味ではありません。

　実はガバナーに推された時、「〈ロータリー〉

って、このまま行って、続けていけるのかな」と、

素朴な疑問を持ったわけです。これから続け

て行くには賢い知識と賢いやり方をしなけれ

ばいけないなぁと薄々感じていたところで発

想しました。副題として「継続できるロータリ

ークラブとは」と投げかけさせて頂きました。�

米国に行き、ＲＩ会長のお話を聴き、確かに今、

ロータリーはいろんな意味で苦しんでいる部

分がございますので、「共通したテーマで良か

ったなぁ」と思いました。

「１９０５年、シカゴでポール・ハリス始め４人の

メンバーで始まったロータリー」という話は

よくご存知だと思います。過去１００年はロー

タリアンの先人達が守り抜いて今日のＲＣがあ

る。その間、戦争や社会的・経済的変化、貧富の

差が激しくなったり等あり、ロータリーも変

化して今日までやって来た。先輩達のお蔭で

現在もロータリー活動を安心してやっていら

れる事には拍手と感謝をしたいと思いますが、

今、ロータリーは大変大きな組織になっています。

沢山の事業もやりプログラムも増えている。

素晴らしい過去１世紀の一つの終着点の代表

として、今、ポリオ収束を象徴的に表現してい

るわけです。ビル・ゲイツが何百億も資金を出

したり等している。では、次なる１００年、これ

からの１世紀をどうしたら良いか。今、それ

が問われているわけです。�ポリオに代わる皆

が分かりやすい目標／ターゲット、巨大化し

た組織をどう運営して行ったら良いか等、そ

のような事が当然、話題になって来たわけです。

　そこでＲＩでは「長期計画」というものを立

てました。大目標には「超我の奉仕」という、

今までと変わらないものがあるわけですが、

これには〈３つの柱〉を持って進む。これが過

去と少しずつ変わって来ています。

　１つは「クラブのサポートと強化」。日本に

限らず世界中で同じ現象が出ているようで、

メンバーがなかなか増えない。クラブを充実

させて、もっと活動し易いようなシステムを

作ろうではないかという事で、クラブを主体

として大事にして行きたいというのが１つ。

　もう１つは「人道的奉仕の重点化と増加」。

奉仕の精神をもっと続け、また、新しいもの

も増やして行こうという事。特に、世界的な

レベルでやる奉仕には〈６つのテーマ〉を選び、

それに対するものには補助金を出して行きま

しょうという事でやっております。

　そして「公共イメージの認知度と向上」。今

までロータリーは自己満足的に自分達がやっ

ていれば良いとしていたのですが、もっと外

にアピールして、ロータリーの宣伝も含め社

会に認知してもらおうという事。１００年間、

数々の歴史を踏まえ、この“歯車”のマークが

世界的なブランドになった。是非これを活か

してもっと奉仕の活動に利用して行こうとい

う方向が出ています。

　この〈３つの柱〉を次なる１００年、もっと

やって行こうということなのです。

　もう１つの大きな組織として、ロータリー

財団がございます。“資金集めの会社”ではな

いかと言われますが、当然、資金を活用、運

用している部分です。ここが次なる１００年

に向けて「未来の夢計画」というものを立てま

した。２０１３年から実行されるのですが、今

年と来年で、いろいろなシステムを作り上げ

て行かなければならないのです。

　まず、補助金を新しいシステムを使って出

します。手続きも変わります。従って「地区」

の「補助金制度」が新しく変わります。もう１つ、

〈６つのテーマ〉に対しての「グローバル補助金」。

「マッチング・グラント」と言って他所の国の

ＲＣと共同した事業に対しては更にそれを応

援するという新しいシステムを作る計画です。

ＲＩとロータリー財団とでは今まで多少方向

が違っていた部分があったらしいのですが、

共通の方向に向かって運用して行こうという

事です。おそらくロータリーも相当巨大化し

て、いろんなものが大変つかみづらくなって

来た事と運営の大変さがこの辺に出て来てい

るのかなぁと私は思っております。

　一方で“シカゴの苦悩”と言いますか、次の

１００年の目玉が未だ決まりません。今までの

１００年とは世間、世界が変わっています。貧

富の差が逆転したり無くなったり、経済的な

優位度が変わっている。科学技術、通信も含め、

世界の変化に対応するロータリーという事で

シカゴは大変苦しんでいる状況です。それを

受け、私も実効的な地区の部分を考えている

わけです。地区テーマの中で、今年１年間は

各部門の大きなセミナー、勉強会等には、必ず

「研修委員会」を入れて下さいと言っておりま

す。それと、各部門セミナーには会長ではなく

担当委員長になるべく出て頂きたい。会長幹

事は何でもかんでも出席して何が何だか分か

らなくなってしまうというのがあり、また、他

にも情報を得るチャンスが沢山あるわけです。

委員長に出て頂ければいずれリーダーとして

活躍もしてもらえる、ロータリーに親しんでも

頂けると思い、強く申し上げました。「研修リ

ーダー」に大きな目標を持ってやってもらっ

ている。ガバナー補佐には事務的な事も含め

てしてもらっているわけですが、情報をいち

早く皆さんにお知らせしようと思い、各部門

セミナーには１０～２０分でもいいからＲＩ情

報を話せる場面を必ず入れて欲しいとお願い

してあります。ＲＬＩ等のルールも含め、地区で

同じ情報を早く分かち合おうという事をテー

マにやっております。

　３．１１東日本大震災と津波、２次的災害とし

て原発事故が起こり、ガバナーエレクトの立

場でしたが、大変な災害の時、ロータリーとし

て何をしたら良いのか自問自答したわけです

が全く答えが出て来なかった。お金を出す事

等は当たり前の意見として出るが、「ロータリ

ーとしてまとまって何をしたら良いか」と考

えた時、なかなか良い答えが出ないし、未だに

何が一番良いのか分からない。個人単位では

いろいろ考えられるが、ロータリーとして何

をしたら良いのか。未だに考えている次第です。

よく「ロータリーって何ですか」と聞かれたら、

ひと言ふた言でどう答えるかという会話があ

ります。「世界のナンバーワンの奉仕団体」が

分かり易いのかなと思いますが内容はなかな

か分からない。そういった事を３．１１以降、さ

らに疑問に思いました。得意なはずの〈奉仕〉が、

答えが見つからない。悔しいと言うか「ロータ

リーって何だろう？」と自問自答しました。

　義援金について少しお話させて頂きたい。

昨年度、西川ガバナーの時、地区から２千万円

程度の義援金を出された。日本のロータリー

全体では９億３千万円位の義援金で、うち実

効したのがおよそ１億３千万円位。８億円位

を未だガバナー会として持っているわけです。

　去年一応発案されたのは、一つには、皆さん

の有益な義援金を被災された孤児の育英資金

に充てようというもの。安藤忠雄氏の「桃・柿

育英会」や大相撲の会等も育英資金を出して

いるのでロータリーもそういった事に活用し

ようではないかという事です。

　もう一案は「ファイブ・フォー・ワン」と呼ば

れています。宮城・岩手（第２５２０地区）では８３

ロータリークラブのうち２６クラブが震災の影

響を受け、事務所が無くなったり会社が無く

なったりと悲惨な事があり、クラブが消えか

かっています。把握されていない福島も含め

ればもっと数がある。語呂合わせ的なところ

で「５つのロータリーで１つのロータリーを

救おう」、つまり複数のロータリーで消えか

かった仲間のロータリーを救おうというもの

です。以上２つは長期的な資金運用。

　もう１つ、６／３０ギリギリに出てきた案は、

「公益財団法人」を取った「ロータリー日本財団」

の短期的プログラム（７／１～１２／３１）。「日本財

団」に寄付すると免税措置があり、それをＲ財

団に一回入れるのですが、すぐに１００％「日本財

団」に戻し、好きなように使って下さいという

システム。個人ではなくロータリー全体とし

て、１つの大きな固まりとして何が出来るか

という事を、紆余曲折あり、今もガバナー会で

検討していますが、もう少しで結論が出て参

ります。今年は地区協議会の申し送り事項と

して前期／後期５千円ずつの援助を頂く計画

になっていますが、それも含めてご報告させ

て頂きたい。義援の形についてはもう少々お

待ち願いたいと思っております。

「日豪青少年交流プログラム」を今年は中止

とさせて頂きました。３０数年の歴史のある地

区のプログラムですが、ＲＩ公認ではないため、

万一トラブルや事故があった場合、ガバナー

または地区が全責任を負わなければならない

という実態がここ数年ガバナーの間で囁かれ

出しました。何とかしなければという事で、「来

年は中止」というお手紙を相手方に出させて

頂きました。「ご意見等はガバナー事務所に」

と出したのですが未だご返事はありません。

止めて整理するのもガバナーの役目かと思い

ます。パースには妹が数年間住んでいた事も

あり本来なら私も皆さんと行きたいところで

すが残念ながら今年は止めさせて頂きます。

今、世界的にもコンプライアンスの時代なので。

　１１／１９・２０は川越プリンスホテルにて地区

大会、９／２０には霞ヶ関ＣＣで記念ゴルフ大会。

楽しむ事も沢山ございます。是非ご参加お願

いしたいと思います。

「Doing Good In The World」（何か良い事

を世界でしよう）という事が今、ロータリー

ではキーワードとして囁かれるようになりま

した。大変分かりやすい言葉だと思います。

是非皆さんも仲間を増やすため「世界で何か

良い事をしようよ」という言葉を是非使って

頂きたいと思います。�

　私は自分の家族も含めて、モットーとして

「明るく！楽しく！美しく！」でやらせてもら

っています。本年、一生懸命やりたいと思い

ますので、是非皆様のご協力をお願いしたい

と思います。
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想しました。副題として「継続できるロータリ

ークラブとは」と投げかけさせて頂きました。�

米国に行き、ＲＩ会長のお話を聴き、確かに今、

ロータリーはいろんな意味で苦しんでいる部

分がございますので、「共通したテーマで良か

ったなぁ」と思いました。

「１９０５年、シカゴでポール・ハリス始め４人の

メンバーで始まったロータリー」という話は

よくご存知だと思います。過去１００年はロー

タリアンの先人達が守り抜いて今日のＲＣがあ

る。その間、戦争や社会的・経済的変化、貧富の

差が激しくなったり等あり、ロータリーも変

化して今日までやって来た。先輩達のお蔭で

現在もロータリー活動を安心してやっていら

れる事には拍手と感謝をしたいと思いますが、

今、ロータリーは大変大きな組織になっています。

沢山の事業もやりプログラムも増えている。

素晴らしい過去１世紀の一つの終着点の代表

として、今、ポリオ収束を象徴的に表現してい

るわけです。ビル・ゲイツが何百億も資金を出

したり等している。では、次なる１００年、これ

からの１世紀をどうしたら良いか。今、それ

が問われているわけです。�ポリオに代わる皆

が分かりやすい目標／ターゲット、巨大化し

た組織をどう運営して行ったら良いか等、そ

のような事が当然、話題になって来たわけです。

　そこでＲＩでは「長期計画」というものを立

てました。大目標には「超我の奉仕」という、

今までと変わらないものがあるわけですが、

これには〈３つの柱〉を持って進む。これが過

去と少しずつ変わって来ています。

　１つは「クラブのサポートと強化」。日本に

限らず世界中で同じ現象が出ているようで、

メンバーがなかなか増えない。クラブを充実

させて、もっと活動し易いようなシステムを

作ろうではないかという事で、クラブを主体

として大事にして行きたいというのが１つ。

　もう１つは「人道的奉仕の重点化と増加」。

奉仕の精神をもっと続け、また、新しいもの

も増やして行こうという事。特に、世界的な

レベルでやる奉仕には〈６つのテーマ〉を選び、

それに対するものには補助金を出して行きま

しょうという事でやっております。

　そして「公共イメージの認知度と向上」。今

までロータリーは自己満足的に自分達がやっ

ていれば良いとしていたのですが、もっと外

にアピールして、ロータリーの宣伝も含め社

会に認知してもらおうという事。１００年間、

数々の歴史を踏まえ、この“歯車”のマークが

世界的なブランドになった。是非これを活か

してもっと奉仕の活動に利用して行こうとい

う方向が出ています。

　この〈３つの柱〉を次なる１００年、もっと

やって行こうということなのです。

　もう１つの大きな組織として、ロータリー

財団がございます。“資金集めの会社”ではな

いかと言われますが、当然、資金を活用、運

用している部分です。ここが次なる１００年

に向けて「未来の夢計画」というものを立てま

した。２０１３年から実行されるのですが、今

年と来年で、いろいろなシステムを作り上げ

て行かなければならないのです。

　まず、補助金を新しいシステムを使って出

します。手続きも変わります。従って「地区」

の「補助金制度」が新しく変わります。もう１つ、

〈６つのテーマ〉に対しての「グローバル補助金」。

「マッチング・グラント」と言って他所の国の

ＲＣと共同した事業に対しては更にそれを応

援するという新しいシステムを作る計画です。

ＲＩとロータリー財団とでは今まで多少方向

が違っていた部分があったらしいのですが、

共通の方向に向かって運用して行こうという

事です。おそらくロータリーも相当巨大化し

て、いろんなものが大変つかみづらくなって

来た事と運営の大変さがこの辺に出て来てい

るのかなぁと私は思っております。

　一方で“シカゴの苦悩”と言いますか、次の

１００年の目玉が未だ決まりません。今までの

１００年とは世間、世界が変わっています。貧

富の差が逆転したり無くなったり、経済的な

優位度が変わっている。科学技術、通信も含め、

世界の変化に対応するロータリーという事で

シカゴは大変苦しんでいる状況です。それを

受け、私も実効的な地区の部分を考えている

わけです。地区テーマの中で、今年１年間は

各部門の大きなセミナー、勉強会等には、必ず

「研修委員会」を入れて下さいと言っておりま

す。それと、各部門セミナーには会長ではなく

担当委員長になるべく出て頂きたい。会長幹

事は何でもかんでも出席して何が何だか分か

らなくなってしまうというのがあり、また、他

にも情報を得るチャンスが沢山あるわけです。

委員長に出て頂ければいずれリーダーとして

活躍もしてもらえる、ロータリーに親しんでも

頂けると思い、強く申し上げました。「研修リ

ーダー」に大きな目標を持ってやってもらっ

ている。ガバナー補佐には事務的な事も含め

てしてもらっているわけですが、情報をいち

早く皆さんにお知らせしようと思い、各部門

セミナーには１０～２０分でもいいからＲＩ情

報を話せる場面を必ず入れて欲しいとお願い

してあります。ＲＬＩ等のルールも含め、地区で

同じ情報を早く分かち合おうという事をテー

マにやっております。

　３．１１東日本大震災と津波、２次的災害とし

て原発事故が起こり、ガバナーエレクトの立

場でしたが、大変な災害の時、ロータリーとし

て何をしたら良いのか自問自答したわけです

が全く答えが出て来なかった。お金を出す事

等は当たり前の意見として出るが、「ロータリ

ーとしてまとまって何をしたら良いか」と考

えた時、なかなか良い答えが出ないし、未だに

何が一番良いのか分からない。個人単位では

いろいろ考えられるが、ロータリーとして何

をしたら良いのか。未だに考えている次第です。

よく「ロータリーって何ですか」と聞かれたら、

ひと言ふた言でどう答えるかという会話があ

ります。「世界のナンバーワンの奉仕団体」が

分かり易いのかなと思いますが内容はなかな

か分からない。そういった事を３．１１以降、さ

らに疑問に思いました。得意なはずの〈奉仕〉が、

答えが見つからない。悔しいと言うか「ロータ

リーって何だろう？」と自問自答しました。

　義援金について少しお話させて頂きたい。

昨年度、西川ガバナーの時、地区から２千万円

程度の義援金を出された。日本のロータリー

全体では９億３千万円位の義援金で、うち実

効したのがおよそ１億３千万円位。８億円位

を未だガバナー会として持っているわけです。

　去年一応発案されたのは、一つには、皆さん

の有益な義援金を被災された孤児の育英資金

に充てようというもの。安藤忠雄氏の「桃・柿

育英会」や大相撲の会等も育英資金を出して

いるのでロータリーもそういった事に活用し

ようではないかという事です。

　もう一案は「ファイブ・フォー・ワン」と呼ば

れています。宮城・岩手（第２５２０地区）では８３

ロータリークラブのうち２６クラブが震災の影

響を受け、事務所が無くなったり会社が無く

なったりと悲惨な事があり、クラブが消えか

かっています。把握されていない福島も含め

ればもっと数がある。語呂合わせ的なところ

で「５つのロータリーで１つのロータリーを

救おう」、つまり複数のロータリーで消えか

かった仲間のロータリーを救おうというもの

です。以上２つは長期的な資金運用。

　もう１つ、６／３０ギリギリに出てきた案は、

「公益財団法人」を取った「ロータリー日本財団」

の短期的プログラム（７／１～１２／３１）。「日本財

団」に寄付すると免税措置があり、それをＲ財

団に一回入れるのですが、すぐに１００％「日本財

団」に戻し、好きなように使って下さいという

システム。個人ではなくロータリー全体とし

て、１つの大きな固まりとして何が出来るか

という事を、紆余曲折あり、今もガバナー会で

検討していますが、もう少しで結論が出て参

ります。今年は地区協議会の申し送り事項と

して前期／後期５千円ずつの援助を頂く計画

になっていますが、それも含めてご報告させ

て頂きたい。義援の形についてはもう少々お

待ち願いたいと思っております。

「日豪青少年交流プログラム」を今年は中止

とさせて頂きました。３０数年の歴史のある地

区のプログラムですが、ＲＩ公認ではないため、

万一トラブルや事故があった場合、ガバナー

または地区が全責任を負わなければならない

という実態がここ数年ガバナーの間で囁かれ

出しました。何とかしなければという事で、「来

年は中止」というお手紙を相手方に出させて

頂きました。「ご意見等はガバナー事務所に」

と出したのですが未だご返事はありません。

止めて整理するのもガバナーの役目かと思い

ます。パースには妹が数年間住んでいた事も

あり本来なら私も皆さんと行きたいところで

すが残念ながら今年は止めさせて頂きます。

今、世界的にもコンプライアンスの時代なので。

　１１／１９・２０は川越プリンスホテルにて地区

大会、９／２０には霞ヶ関ＣＣで記念ゴルフ大会。

楽しむ事も沢山ございます。是非ご参加お願

いしたいと思います。

「Doing Good In The World」（何か良い事

を世界でしよう）という事が今、ロータリー

ではキーワードとして囁かれるようになりま

した。大変分かりやすい言葉だと思います。

是非皆さんも仲間を増やすため「世界で何か

良い事をしようよ」という言葉を是非使って

頂きたいと思います。�

　私は自分の家族も含めて、モットーとして

「明るく！楽しく！美しく！」でやらせてもら

っています。本年、一生懸命やりたいと思い

ますので、是非皆様のご協力をお願いしたい

と思います。
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ロータリーはいろんな意味で苦しんでいる部

分がございますので、「共通したテーマで良か
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した。２０１３年から実行されるのですが、今

年と来年で、いろいろなシステムを作り上げ

て行かなければならないのです。

　まず、補助金を新しいシステムを使って出

します。手続きも変わります。従って「地区」

の「補助金制度」が新しく変わります。もう１つ、

〈６つのテーマ〉に対しての「グローバル補助金」。

「マッチング・グラント」と言って他所の国の

ＲＣと共同した事業に対しては更にそれを応

援するという新しいシステムを作る計画です。

ＲＩとロータリー財団とでは今まで多少方向

が違っていた部分があったらしいのですが、

共通の方向に向かって運用して行こうという

事です。おそらくロータリーも相当巨大化し

て、いろんなものが大変つかみづらくなって

来た事と運営の大変さがこの辺に出て来てい

るのかなぁと私は思っております。

　一方で“シカゴの苦悩”と言いますか、次の

１００年の目玉が未だ決まりません。今までの

１００年とは世間、世界が変わっています。貧

富の差が逆転したり無くなったり、経済的な

優位度が変わっている。科学技術、通信も含め、
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らなくなってしまうというのがあり、また、他

にも情報を得るチャンスが沢山あるわけです。

委員長に出て頂ければいずれリーダーとして
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てしてもらっているわけですが、情報をいち

早く皆さんにお知らせしようと思い、各部門
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に充てようというもの。安藤忠雄氏の「桃・柿

育英会」や大相撲の会等も育英資金を出して

いるのでロータリーもそういった事に活用し

ようではないかという事です。

　もう一案は「ファイブ・フォー・ワン」と呼ば

れています。宮城・岩手（第２５２０地区）では８３

ロータリークラブのうち２６クラブが震災の影

響を受け、事務所が無くなったり会社が無く

なったりと悲惨な事があり、クラブが消えか

かっています。把握されていない福島も含め

ればもっと数がある。語呂合わせ的なところ

で「５つのロータリーで１つのロータリーを

救おう」、つまり複数のロータリーで消えか

かった仲間のロータリーを救おうというもの

です。以上２つは長期的な資金運用。

　もう１つ、６／３０ギリギリに出てきた案は、

「公益財団法人」を取った「ロータリー日本財団」

の短期的プログラム（７／１～１２／３１）。「日本財

団」に寄付すると免税措置があり、それをＲ財

団に一回入れるのですが、すぐに１００％「日本財

団」に戻し、好きなように使って下さいという

システム。個人ではなくロータリー全体とし

て、１つの大きな固まりとして何が出来るか

という事を、紆余曲折あり、今もガバナー会で

検討していますが、もう少しで結論が出て参

ります。今年は地区協議会の申し送り事項と

して前期／後期５千円ずつの援助を頂く計画

になっていますが、それも含めてご報告させ

て頂きたい。義援の形についてはもう少々お

待ち願いたいと思っております。

「日豪青少年交流プログラム」を今年は中止

とさせて頂きました。３０数年の歴史のある地

区のプログラムですが、ＲＩ公認ではないため、

万一トラブルや事故があった場合、ガバナー

または地区が全責任を負わなければならない

という実態がここ数年ガバナーの間で囁かれ

出しました。何とかしなければという事で、「来

年は中止」というお手紙を相手方に出させて

頂きました。「ご意見等はガバナー事務所に」

と出したのですが未だご返事はありません。

止めて整理するのもガバナーの役目かと思い

ます。パースには妹が数年間住んでいた事も

あり本来なら私も皆さんと行きたいところで

すが残念ながら今年は止めさせて頂きます。

今、世界的にもコンプライアンスの時代なので。

　１１／１９・２０は川越プリンスホテルにて地区

大会、９／２０には霞ヶ関ＣＣで記念ゴルフ大会。

楽しむ事も沢山ございます。是非ご参加お願

いしたいと思います。

「　　　　　　　　　　　　　」（何か良い事

を世界でしよう）という事が今、ロータリー

ではキーワードとして囁かれるようになりま

した。大変分かりやすい言葉だと思います。

是非皆さんも仲間を増やすため「世界で何か

良い事をしようよ」という言葉を是非使って

頂きたいと思います。�

　私は自分の家族も含めて、モットーとして

「明るく！楽しく！美しく！」でやらせてもら

っています。本年、一生懸命やりたいと思い

ますので、是非皆様のご協力をお願いしたい

と思います。

　


