＜2017 年 11 月 1 日 第 2503 回例会 No.53-17＞
『卓話例会 ～最近のロータリーの変遷とロータリー活動を通じて思うこと～』

本日の例会＠高幡不動尊例会場
役

割

司

分

２．幹事報告：田中幹事

担

・11 月のロータリーレートは 1 ドル

会：

小倉

裕美 会員

114 円です。

開・閉会点鐘：

小島

馨

会長

・カナダ・トロント国際大会参加登録並

ソングリーダー： 北村

淳

会員

びにガバナーナイトの案内が来ています。

国歌、ロータリーソング（『それでこそロータリー』
）斉唱

・函館五稜郭ロータリーより会報が、その他、町田サルビ
アロータリーより創立 30 周年の記念誌が届いております。

本日のゲスト
東京武蔵府中ロータリークラブ 福井

衛

東京日野ローターアクト幹事

裕史

金子

様
君

各委員会等報告

１．青少年奉仕委員長 横倉会員
今年度のＢＨ事業のスケジュールの日程についてご案

例

会

進

行

内します。直近ですと 11/25 に第 1 回のオリエンテーシ

１．会長挨拶：小島会長
本日、不動尊内に菊の花が鮮やかに陳
列され、その風景を楽しみながら例会場

ョンがあります。その他、12/2 に第 2 回オリエンテーシ
ョン、12/10 結団式、来年 2/17 に報告会があります。
詳細は資料を送付しますのでご確認ください。

まできました。その風景を綺麗だな、と
思いつつも本来であればそこにいるはず

２．社会奉仕委員長

松浦会員

の御前様がいないことに寂しさ、一方で

11 月に行われる「たかはたもみじ灯路」ですが、ロー

綺麗に咲き乱れた菊の花に見守られて見送ることができ

タリーでは夢灯りコンテストの担当になっております。本

て良かったなという複雑な思いを感じました。

日から菊まつりの期間になりますが、併せてもみじ灯路の

10 月は色々記念の例会、親睦旅行等イベントが盛りだ
くさんで、会員の家族の方との交流もでき、各委員会の

掲示もおこなっていますので、ご都合がよろしければ足を
運んでいただければと思います。

方々は本当にお疲れ様でした。11 月からも引き続きお願
いいたします。
※高幡不動尊では毎年秋に菊まつりが行われ、境内には
綺麗な菊が並びます【下写真】

３．青少年交換小委員会

松浦会員

ジャミー君が山下会員宅のホームステイ期間が間もな
く終了します。誕生会、小島会長

などの旅行もあり充実

した留学生活をしています。次は東京飛火野ロータリーの
会員宅にホームステイする予定です。

４．ニコニコ
後述します。

５．月例祝賀等
後述します。

業人でかつ、経営的な裁量権をもつ人物限定の会だった。

本日のメインプログラム
講師：福井

その後、徐々に会
員資格が拡大し、

衛 様

追加された条件と
して、地域社会の

講師紹介：

活動に自ら参加す

福井

衛

様

ることによって奉

・東京武蔵府中ロータリークラブ所属
・地区研修リーダー補佐
・ＲＬＩ委員会アドバイザー

仕及び、ロータリ
ーの目的とする献身を示した地域社会のリーダーである
こと（地域のボランティア活動のリーダーでもよい）で、
これはアメリカから来た考えで、アメリカですと退役軍人
の方がボランティア活動に参加する方が多く、その方への

卓話内容（概要）
日野ロータリークラブにお邪魔するのは本日で 3 回目

門戸を拡大したものです。更に、ロータリー財団の学友（職
業、年齢関係なし）であること、これはロータリー財団の

だったかと思います。高幡不動尊の境内を歩かせていただ

奨学生のＯＢでも加入できることになったわけです。更に、

きましたが、イチョウも紅葉も色づき始めいい季節だなと

それらの要件を満たせば現役職業人でなくても主婦等で

思いました。私の所属は武蔵府中ロータリークラブです。

も加入ができるようになっていった。これらの緩和を総括

本年度は当クラブより猿渡ガバナーを選出しておりまし

して、最新の規定ではそれらの会員資格の条項は一つにま

て、会員は大忙しですが、大変名誉なことであると感じて

とまっており、「善良さ、高潔さ、リーダーシップを身を

います。本日は、最近のロータリークラブの変遷、私がロ

以て示し、職業上、およびまたは地域社会で良い評判を受

ータリークラブについて感じることをお話させていただ

けており、地域社会、および世界に対して奉仕する意欲の

ければと思います。

ある成人で構成する」となり、奉仕の意志さえあれば誰で
も加入が可能となったことになります。

１．最近のロータリーの変遷について
キーワード：柔軟性と多様性

また、クラブ活動の柔軟性についても同じことが言えま
す。最新の規定ではクラブは月２回の例会でも可能（具体

先日、規定審議会が開かれました。これは３年に 1 回行

的には各クラブの細則に定めれば可能）となりました。ま

われるものです。審議会は制定案、具体的に国際ロータリ

た、直接の例会で顔を合わせなくてもネットを通じたオン

ー定款や細則等の基本的事項、もうひとつが決議案といい、

ライン例会（パソコンを通じて）も認められるようになり

運営上の申し合わせ事項等を変更するもののふたつで構

ました。その他、従来のように決まった曜日、時間に縛ら

成されます。この規定審議会に昨年、変化がありました。

れることもなく、曜日等を変更することも可能となりまし

制定案は３年に１回と変わりませんが、決議案は毎年オン

たし、例会日で祝日がある場合は取りやめることが可能に

ラインでやろうという話になったのです。これは唐突なこ

なった（最終的に年間 10 数回で済んでしまうことも考え

とというわけではなく、そもそも、国際ロータリーは２０

られます）。その他、費用は必要に応じてその都度ファン

００年以降、様々な制約を緩和してきているのです。女性

ドレイジングすればよいから会費は不要なのではないか、

会員の門戸を開くこと、職業分類（１クラブに１職業）の

という考えもあり、実

大幅な緩和、メーキャップの緩和（前後１週間から前後２

際にその考え方を採

週間のメーキャップ措置を認める）などです。特に昨年の

用しているところも

変更が集大成といわれており、会員資格や例会開催頻度の

あります。是非は別と

緩和を進めました。更にはその二つに影響されるロータリ

して、各クラブで活動

ークラブの多様性、入会金と年会費の緩和なども行われた

方針等を定期的に見

のです。

直し、クラブ細則も見直していくことがとても大切だとい

例として、会員資格の柔軟性についてお話をすると、従
来の会員資格は３つあり、大まかに条件を言えば、現役職

うことです。これらの変化が良いか悪いかは別として、こ
うした規定を見ると、ローアリーの変遷が感じられます。

２．ロータリー活動を通じて思うこと

あっても聞く耳をもって謙遜して聞く姿勢が大事

私がロータリーに思うこと、と言いますか、大事にして
いることとして、

であり、自分の意見も言うことも大事です。
④ 忍耐

① 思いやり

最近よく思います。寛容と忍耐といいますよね。

どんな年度でも自クラブの会長幹事会員が一生懸命で
やっているところを見て、何か助けたい、思いやりの気持
ちがあれば出席率の数字もそうですが、奉仕活動、会員増

⑤ 矜持
自分の能力を信じて抱く誇り、プライド。ロータリアン
としての矜持が必要ですね。

強などへの意欲も高まります。私はメーキャップとは数字
合わせではなく、あくまで救済措置だと考えています。な
ので、特定の曜日の例会には私自身の気持ち、プライドと
して必ず出席、
「顔をだす」ようにしています。
② 寛容
ポール・ハリスが好きな言葉で、ロータリーを続けられ
た理由として言ったことでもあります。
③ 謙虚

福井様、貴重なお話しありがとうございました。

『思いやり』につながるのかと思いますが、自分に何か

月 例 祝 賀

親睦委員会より

☆11～2 月入会日記念☆
11 月：野村会員、成田会員、田中幹事

☆11 月結婚日記念☆
望月会員、山下会員、飯作会員、奥野会員、谷井会員

12 月：小峯会員、宮野会員、谷井会員
1

月：杉田会員、飯作会員

2

月：なし

☆11 月配偶者誕生日記念☆
田中幹事、杉田会員、飯作会員

☆11 月誕生日☆
奥野会員、阪口会員、安島会員

☆ご息女誕生祝☆
山下会員の奥様が元気な女の子（命名：華澄さん）を出
産されました！

皆様おめでとうございます！！

本日のスナップ

ニコニコ報告

親睦委員会より

小島会長

今日は福井衛地区研修リーダー補佐ＲＬＩ委員会アドバイザーの卓話楽しみに致しております【大ニコニコ】

田中幹事

地区研修リーダー補佐福井衛様の卓話をたのしみにしています。

山下会員

平成 29 年 10 月 15 日午前 7 時 19 分 2650 グラムの元気な女の子が生まれました。
『華澄』と命名い
たしました。小島会長・田中幹事先週末は大変お世話になりました。

横倉会員

地区研修リーダー補佐福井衛様の卓話を楽しみにしています。

疋田会員

故川澄御前のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。

西山会員

宝塚欠席して申し訳ありません。おかげ様で山形の最上 33

17-18 年度 ニコニコ 合計
本日のニコニコ：

累計

観音巡礼満願致しました。その際、山形県酒田市海向寺にい
らっしゃる即身仏 2 体に対面してきました。
成田会員

299,822 円

ビジターフィー：

累計

地区研修リーダー補佐福井衛様ようこそ日野クラブへ。卓話

24,000 円

0円

21,000 円

楽しみにしています。

出席報告

出席奨励委員会より

・事前 MU：遠藤会員、熊井会員、小峯会員、小田原会員
・先週のＭＵ：古屋会員、谷井会員、板谷会員
日

会員総数 (出席免除数) 出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告（11/1）

36（3）

22（2）

事前 4（0）

10

74.29 %

前回訂正（10/25）

36（3）

17（1）

6+3

8

76.47 %

前々回訂正（10/18）

36（3）

16（1）

（9）+ 0 + 0

10

73.53 %

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子）

