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桜の中央公園と天覧山

“ 人類に奉仕するロータリー”

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐
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「 知 恵 と 元 気 を 」
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例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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・卓 話

矢 島 高 明
当 番 吉島君、吉田（行）君

小川会長
我等の生業
北 清治様

【会長報告】
来年度、ミャンマー
からの米山記念奨学生
のカウンセラー、川口
浩会員に委嘱状が届い
ております。よろしく
お願いします
（拍手）
。
イタリアからの交換
留学生受け入れは１月にお断りしましたが、
ＲＯＴＥＸの家庭でホストファミリーをする事
に決まったので、ホストクラブのみ依頼した
いとの事。例会後、理事で協議します。
【幹事報告】
・４月ロータリーレート １ドル＝１１６円
・６／３・４第１８回国際囲碁大会
（台湾）
、参
加したい方は私までお申し出ください。
・４／５第１１回役員理事会１１時半～
・次年度座談会が来月開催されます。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・４／１７（月）振替休会４／１４・１５親睦旅行 佐渡ヶ島
・５／２２（月）振替休会５／１９・２０職場訪問 足尾銅山植樹
・６／２６（月）振替休会６／２５・２６移動最終例会 おくたま路
◇所沢西ＲＣ
・４／２５（火）例会取止め
・５／２（火） 例会取止め
・５／３０（火）例会振替 ５／２８・２９親睦旅行
・６／２７（火）エンディングパーティー 夜間例会 堤新亭
【委員会報告】
◎次年度幹事
土屋（良）君
４／２５～２８次年度座談会、日にち変更希

望のある方は私までお願いします。
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【Ｍ
Ｕ】
３／２８（日高）田辺君
【ＳＡＡ報告】
市川副ＳＡＡ
◎ニコニコＢＯＸ
・北さんようこそ。本日は卓話有難うござい
ます。
吉田（武）君、小川君、矢島（高）君
島田君、和泉君、市川君
・高一砲丸娘、
１３ｍ９２、
高１日本歴代２位の
記録出ました！
大野（康）君
・結婚記念日祝い有難うございます。奥冨君
・遅刻
木川君
※北清治様より頂戴致しました
本日計２１，
０００円、累計額８８１，
００３円。
◎５日例会当番は吉澤、加藤会員です。
【卓
話】
講師紹介
吉田（武）パスト会長
（一社）埼玉県商工会議所連合会で同じ委員会
だった関係でお付き合いさせて頂いておりま
す。主な団体歴：埼玉県高等学校ＰＴＡ連合会
会長、
（公財）埼玉県体育協会副会長、さいたま
商工会議所常議員、埼玉経済同友会幹事、
（一社）
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会顧問会議顧問。主なＲＣ歴：浦和東
ＲＣに入会３５年。０４～０５年度、
第２７７０地区
ガバナー。１０～１２年度、恒久基金日本委員会
副委員長。１３～１４年度、
ＲＩ理事：青少年交換
委員会連絡担当理事。１４～１５年度、ＲＩ理

事：理事会執行委員会委員、職業奉仕委員会連
絡担当理事。
１５～２０年度、日本のロータリー
１００周年委員会委員長。
１６～２０年度、
Ｒ財団
管理委員会委員、（公財）ロータリー日本財団
理事。華々しい経歴をお持ちです。

日本と世界のロータリーの現状
ＲＩ財団管理委員・元ＲＩ理事
日本のロータリー１００周年委員長

北

清 治様

５３年の歴史を誇られる飯能ＲＣ。先般、
５８
人目として中里（光）さんがお入りになったと
の事、１ロータリアンとして歓迎申し上げま
す。名実共のロータリアンになって頂く事を
期待しております。
日本に２２７０、世界に３５０００有余のクラブ
があり、
「世界のロータリーはどのように動い
ているか」はお伝えする視点によっても変わ
ります。世界３４ゾーンを奇数・偶数の２つに
割り、
１７ゾーンから８～９名が選出される理事
は２年の任期。１７名の理事にＲＩ会長、
会長エ
レクトを加えた１９名で理事会を構成。採決権
の無いＲＩ事務総長が理事会の委託を受けて
ＣＥＯとして運営に関わる。米国エバンストン
の本部職員は５３０名程。８か所に支局。事務
の効率化、経費削減のため、
インドに１４０人位
の職員を置き事務処理を行っています。全体
で７８０名程の職員が居ます。
世界には５３７地区あり、１２０万人の会員が
３５０００有余のクラブを構成。
ＲＩを構成する
のは各クラブで、ガバナー５３７名がＲＩ役員
として理事会の内容を伝達する。
「ＲＩ定款・細
則・クラブ定款」
だけが世界共通で、
３年に１回
の規定審議会でこれが決まる。各地区からの
代表５３７名
（ガバナー経験者）
が議案
（立法案）
を審議、
電子的・民主的に採決。ＲＩ役員
（会長・
役員・理事・ガバナー）
は、ＲＩ会長が指名した
１５名のＲ財団管理委員と共に、国際大会で
承認を得ます
（今年は６月、
アトランタ）
。
１６年の規定審議会では、
「例会の頻度」
が
「最低２回以上」となった。日本ではほぼ昼間
の例会も米国では夜が主。採決は賛成８０、反
対２０の割合。
「会員身分」は地位ではなく人
柄で決まる事になった。
「善良さ、
高潔さ、
リー
ダーシップを身をもって示し、職業上および
（または）地域社会でよい評判を受けており、
地域社会および
（または）
世界において奉仕す
る意欲のある成人によって構成されるものと
する」
。変えなくてもいいという大前提があ
り、変える場合にはという条件だが、これは
何を意味しているのか。
「入会金」
の採決は拮
抗した。反対の多くは
「クラブ運営に見込まれ
ているため支障を来たす」というもの。これ
から若い後輩達を迎えるのに、大いにクラブ
で議論する必要がある。その結果、選択した
ものに従うという時間を与えられたのだと思
う。
マンネリで行くのではなく、
「何故だろう」
「出来るか」と議論してみるのが重要。結論
は皆さんが選択する。いろんなところにこう
いう幅が与えられてきた。私は前向きに受け
止めるべきだろうと思っております。
ＲＩは１１２年、
財団１００周年。
「広報を含めた
催しを」との要請が来ています。昨年度９月、
ソウルで始まり６月のアトランタでフィナー
レを飾る準備中。これからでも登録して頂き
参加して頂ければと思います。
米国の大手報道機関ＣＮＢＣが毎年発表す

る
「世界のベストテン」
。
Ｒ
Ｃは昨年ベスト３。米国
評価機関チャリティ・ナ
ビゲーターの評価は昨年
度、３つの視点から評価
して満点、１％の団体に
財団が位置付けされた。
組織の財務体制、説明・
報告の透明性、ポリオ撲
滅の取組みに対する評価。
８５年、
国連４０周年に招待
された６００団体から唯一選ばれたＲＩが演説
で宣言「原資として１億２千万ドルを集め、
世界からポリオをなくす」
。
３年後のＷＨＯ総会
で天然痘に次いでポリオをなくそうとＷＨＯ、
ユニセフ、ＣＤＣ
（疾病対策予防センター）
と一
緒に委員会を構成、
ＲＩが中心的立場で活動し
て来た。誇りをもって頂きたい。
ＲＩの理事会で感じたのは、
日本のＲＣの立
ち位置をもっと明確にし、
発信力を高めなけれ
ばいけないという事。海外で奉仕は
「実践」
。
日本は堅い。日本の価値観はしっかり押さえ
つつ、世界のものを理解し、日本の考え方を
どう理解してもらうか。価値観を整理して世
界と共有しながら進まなければいけない。
「ロータリーは人生道場」
（米山氏）
。足らざる
ところを学び合う自己研鑽の場。相手への尊
敬の念、信頼、思いやりを醸成していく。家
庭・地域・職場に帰り奉仕を実践し、世界の
ネットワークを通じて世界平和に貢献してい
こうという考えがＲＣの根底にはある。
理事経験者で年１回開催している諮問委員
会で、
「日本のロータリーが１００周年を迎える
に当たり、
先輩達が伝えたかった日本のＲＣの
価値観をどう伝承していくか、絶好の機会だ
から考えませんか」
と言ったら、
大いに賛成だ
が誰が企画するのかという事で、言い出しっ
ぺの私が進める事になりました。
１）ＲＣは
「クラブ」
が主体。如何に魅力的な
クラブになってもらうか。ＲＩは毎年ターゲッ
トを明確に掲げている。その流れの中で、
日本
的な柱となる
「日本のビジョン・目標」
があって
良い。
『友』で２年前から発信して、いろんな
意見が出て来ている。
２）五輪・パラにＲＣは
どう関わるか。記念式典をどういう形でやる
か。３）縦割り（ＲＩ本部→ガバナー事務所→クラブ会長
→会員）で届く情報に
「横串」
を刺す、分かり易い
情報発信機能の構築。世界で８５００名位が毎年
動いている青少年交換も、
交通事故、
セクハラ
等の問題を抱える。ＲＩ本部だけでなく、数年
前から各地区、日本全体で対応していく事に
なった。
１００周年で、
こういった機能も統括し
て整理し直そうと努めています。Ｗｅｂアン
ケートで意見を集約し方向性をとりたい。関
心を寄せて頂けたらと思います。
世界では女性会員が２０％、
女性ガバナーは
１００人位。
日本では５～７％の女性会員。
理事
１９名のうち４名位が女性で非常に活発な意見
を出されます。４０才以下の会員が４．
７％程、
５０才以上が７０％を占める。
若い人達を受け
入れる態勢をつくりたい。
ロータリーの主役は
クラブ。
クラブが元気で活性化していなければ
いけない。
日本的には「ステータス」も大事に
する必要があるが、
「あの人が入っているクラ
ブ」という魅力を発信していく必要がある。
「会員としての自分自身」
の魅力も大事。皆さ
んで大いに考え、
「例会が楽しいクラブ」
を構築
されますようお願い申し上げます。

