２０１９年４月５日（金） 晴
司 会：鷹尾 政夫 会場監督
点 鐘：鬼頭 秀行 会長
国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト

RI 第 2620 地区ガバナーエレクト
安間 みち子様
会長挨拶

４月に入り、新しい年度を迎え
ました。皆様方の職場でも新入社
員によって新しい雰囲気が醸し出
されていることと思います。平成
に続く時代は「令和」に決まりま
した。次の時代も、平成のように
戦争のない日が続いてくれること
を祈ります。
今日は安間みち子様をお迎えし
ています。御存知のように安間様
は７月から RI 第 2620 地区初めて
の女性ガバナーに就任されます。
ようやくこの地区にも女性ガバナ
ーが活躍する時を迎えることにな
りました。これからの新しいロー
タリー像を築かれますことを期待
しています。
さて我が国は、女性活躍社会を
国家戦略の一つに掲げています
が、まだまだその目標には手が届
いていません。Gender Gap 指数
を見ても、世界 110 位とずいぶん

第１４８９回例会

下位にあります。北欧の国々は世
界のトップを走っています。
しかし日本でも女性の陰の活躍
を見逃すわけにはいきません。江
戸幕府の無血開城には勝海舟と西
郷隆盛の会談が有名ですが、その
陰では薩摩出身の篤姫と皇女和宮
がこれを強く支えたと言われてい
ます。明治時代以後、女性の地位
向上の為に、多くの女性が努力さ
れてきました。津田梅子、荻野吟
子、与謝野晶子、平塚らいてう、
吉岡弥生など女性の地位や文化向
上のために頑張った人が多数いま
す。また太平洋戦争後に初めて、
女性裁判官に就任した三淵嘉子も
裁判所の雰囲気を大きく変える働
きをしています。政治や学問、文
化や芸術を始め色々な方面に、そ
れこそ血の滲むような苦労や努力
を重ねられてきましたが、まだま
だ男女差の格差の解消には至って
いません。
世界を見れば、ドイツでは東独
出身のメルケル首相が統一後の独
逸を率い、さらには EU を率いて
きました。彼女なくしては今日の
EU は恐らく存在しなかったでし
ょう。世界の難民や移民を積極的
に受け入れ、教育を行ってきたの
は御存知のことと思います。イギ
リスのメイ首相も英国の為に頑張
っています。自分の提案が悉く否
決されてもなお、祖国の為に努力
する姿は、誠に打たれ強い芯の強
い女性だと感心致します。
是非、安間みち子次期ガバナー
には、今までのロータリークラブ
の枠を超える御活躍をされますこ
とを願っています。
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・配付資料

ロータリーの友
ガバナー月信
・The Rotarian ルームにあります
・ガバナーエレクトから次年度地区
バッジをいただきました。地区協に
はバッジを着けてご参加ください
・次週例会終了後、理事会です
・次週はクラブ協議会です
お祝い
≪会員誕生日≫
山口 貴司さん
３日
中村 幸浩さん
６日
上村 計介さん
９日
竹山 英夫さん １３日 古希
御室健一郎さん ２４日
山本遼太郎さん ３０日

≪奥様誕生日≫
曽根原 悦子様
内山 桐子様
山下 真理子様

７日
２５日
２８日

≪結婚記念日≫
鈴木 邦介さん
加藤 晃子さん
鷹尾 政夫さん
志賀口裕輔さん
渥美 専治さん
中島 勝さん

☆安間みち子 ガバナーエレクト
８日
１０日
１０日
１４日
１６日
１６日

スマイル
♪鬼頭秀行さん・川合弘高さん
ガバナーエレクトの安間みち子
様、本日は例会に来て頂き、有難
うございます。卓話を楽しみにし
ています。

♪山口貴司さん
昨年 12 月より冬眠に入りました
が、桜の開花とともに目覚めまし
た。冬眠中に体重も増加し、体調
も回復しました。出席できると思
います。今後ともよろしく。

卓話「これからのロータリー」

ゲスト紹介：
半塲幸治 クラブ研修リーダー

１月に国際協議会に行きました
ので、その時に勉強してきたことを
お伝えしたいと思います。
次年度のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」
、英語では「Rotary
connects the world」。テーマロゴ
の真ん中は地球を表しています。そ
の周りにいる４人が東西南北を指
し、色の違いは文化や人種の違いを
表現しています。

マーク・マローニーRI 会長エレ
クトは大きな方で、一人ずつ握手し
て写真を撮りました。着ているのは
テーマブレザーで、先日の PETS
の時も着ました。そしてテーマスカ
ーフをしています。マローニー会長
は初めて靴下も作り、それも頂きま
した。１足 18 ドルで買えます。
会場はサンディエゴのツインホ
テルでした。初日に会長がテーマを
発表した時の映像を流します。日本
語訳がついています。
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
今日からの 2019-2020 年度に向
けて、また更にその先に共に歩んで
いく旅は私たちが一緒に作るもの
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
ンたちがよりよく奉仕できるよう
に、もっと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。最も重要
なのは会員基盤を成長させること
です。昨年ロータリーは退会者の

数が最高になりました。この課題へ
の答えは退会者の代わりに新会員
を増やすことではありません。それ
は穴だらけのバケツに水を注ぐよ
うなものです。会員減の根本原因、
すなわち会員の不十分な参加や会
員の高齢化に取り組む必要があり
ます。個人ではなく地域社会に入念
な目を向けることができる多様な
委員からなる会員増強委員会をク
ラブに設置することです。
２つ目の強調事項は家族です。ロ
ータリーの活動と家族との時間が
競合せず、互いに補完しあうような
文化を作る必要があります。
３つ目の強調事項、それは忙しく
仕事をするロータリアンもロータ
リーのリーダーとなれる道を開く
ことです。ロータリーの梯子は登る
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。
ロータリーでリーダーとなること
を阻む障害の多くは私たち自身が
作ったものです。今こそ文化を変え
る時がきています。
これら三つの強調事項は全て組
織内部の健全さに焦点を当ててい
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つ目の強調事項は国連との歴
史的関係に焦点を置いています。安
全な水、保健の充実、教育の改善な
ど、世界の恵まれない人のために、
ロータリーの奉仕と平和という精
神のもとに世界中の人々が繋がる
ことができます。
ロータリーのビジョン声明は次
のように謳っています。私たちロー
タリアンは世界で、地域社会で、自
分自身の中で、自持続可能な良い変
化を生むために人々が手を取り合
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お
互いの違いを超え、深く意義ある形
で繋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
た人たちと繋がりをもたらしてく
れます。わたしたちは地域社会とも
繋がり、同じクラブの会員だけでな
く、私たちが属するコミュニティの
人たちと繋がっているのです。それ
があるから私たちはロータリーに
入会し、ロータリーに留まるので
す。そしてこれが 2019-20 年度の

テーマです。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。
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繋がり、共
通の目的を追求しながら末永く深
い絆を作り出しましょう。
＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
このテーマは 8 ヶ国語で出てき
ます。同時通訳も 8 ヶ国語ありま
した。アジアでは日本語と韓国語、
後はイタリア語、スペイン語、ポ
ルトガル語、フランス語、英語、
そして何故かオランダ語でした。

ロー タリーには 中核的価値 観
（親睦、高潔性、多様性、奉仕、
リーダーシップの 5 つ）があり、
それをもとに「ビジョン声明」が
謳われています。そしてそれもと
に今後 5 年間の新しい戦略計画が
発表されました。
「より大きなインパクトをもた
らす」
「参加者の基盤を広げる」
「参
加者の積極的な関わりを促す」
「適
応力を高める」の 4 つです。非常
に分かりにくいのですが、自分な
りに解釈しています。ロータリー
がポリオ撲滅を始めて 30 年にな
ります。当時 125 ヶ国に 35 万人
以上のポリオ患者がいて、最初の
15 年で 6 ヶ国に減りましたが、そ
の後が難しく、今、やっと残り２
ヶ国になりました。アフガニスタ
ンとパキスタンです。撲滅できた
ら、これが大きなインパクトをも
たらします。
奉仕をするには会員がいなくて
本会議の会場は 1500 人近くい はなりません。会員だけでなく、
るのですが、同じ国の人が固まら 広く「ロータリーファミリー」が
ないように指定席になっていま 参加することで基盤が広がりま
す。私の片側は通路でしたが、も す。また誰でも参加しやすい、参
う一方は若いアメリカ人でした。 加したくなるプログラムを掲げる
後で年をきいたら、41 歳でした。 ことで積極的な関わりが生まれま
この後、分科会に参加しました。 す。
「適応力を高める」ためには世
日本は 3 つに分かれて日本人の研 界の変化に合わせてロータリーも
修リーダーに指導されるのです 変化していかなければならないと
が、そのうちの一人は高野孫左ヱ 思います。
本日配付した
門パストガバナーでした。知って
次年度の地区バ
いる人がいて良かったと思う反
ッジは、元・中
面、後で、ＰＥＴS などで私が話
RC の原田さんに
をする時にも高野Ｐガバナーがい
るわけなので、先生の前で発表す お願いしました。富士山と桜、音
るようなプレッシャーを感じてい 楽の街浜松とハーモニーRC らし
く音符もあしらいました。地区協
ます。
にはぜひ着けてきてください。
≪出席報告≫
後藤 文彦 出席委員

これはロータリーの繋がりを表し
ています。
「Educate」は学ぶこと、
「Motivate」はその気にさせるこ
と、「Inspire」は今年度のテーマ
のインスピレーション、そして次
年度「Connect」
。ロータリーは単
年度制と言われていましたが、RI
も繋がりを大事にしています。

～ 地区研修・協議会 ～
2019 年４月７日（日）
会場：アクトシティ浜松 他

地区副幹事の渥美さん、佐々木
さん。受け付けの仕事をこなして
いました。

地区協初参加

本会議においてソング・リーダ
ーとして国歌と「奉仕の理想」の
指揮をした渥美聡一郎さん

会員数
５０名
出席者数
３４名
出席算定会員数
４５名
出席率
７５．５５％
3 月 15 日出席者
３８名
3 月 15 日出席率 ８６．３６％
3 月 22 日出席者
３２名
3 月 22 日出席率 ７２．７２％

分科会の会員増強部会では、竹
山会員がゲストスピーカーとして
経験を語りました。

