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2523 回例会「卓話：変わりゆくロータリー」
２．幹事報告：田中幹事
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現年度の終了式等のお知らせが来ています。

ロータリーソング『我らの生業』斉唱
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新撰組祭りがありますので、ご参加願いま
す。
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ＲＬＩの修了書

１．会長挨拶：小島会長

森原会員がＲＬＩの課程を修了したことについて修了書

今日の卓話の講師は一年近く前に山下
会長のもとで所属していた委員会の関係
で卓話講師をお願いしていたのですが、本
日は二度目の卓話講師としてお招きいた
しました。なかなか、中村委員長のお話を
聞く機会がないものですので、私たちの地区へ来ていただ
く際は、我々の勉強の場としても地区の皆様を歓迎してお
ります。ようこそおこしいただきました。
また、今月のロータリーの友に、米山 50 周年の関係の
記事が載っています、こちらは先日の合同花見例会の際、
卓話講師として来ていただいた于咏（ウ

エイ）さんのこ

とも出ていました、ご覧になっていない方は是非ともお読
みいただければと思います。

授与

を授与いたしました。

リーとは各職業の代表者が集い、職業を通して奉仕活動を

本日のメインプログラム
「 変 わ り ゆ く ロ ー タ リ ー 」
卓話講師

行っていくと思っていたが、これでは他団体と一緒になっ
てしまうのではないか。

： 中村 靖治 様

しかし、こうした大き
な流れの中でも、ロータ

卓話講師：

中村

靖治

リーとしての誇りを持ち

様

続けていけば良いと思い

・国際ロータリー第 2770 地区 RLI
日本支部ファシリテーター委員長

ます。また、ロータリー
の高潔性、Service ourselves（超我の奉仕）を大事にし
ていくことが必要です。国際ロータリーが伝えてきたこと
はなんでしょうか。戦略計画（長期計画）の３本柱として、

卓話内容（概要）

クラブのサポート、人道的奉仕、公共イメージ・中核とな

昨年の 5 月下旬頃に卓話にお伺いさせていただきまし

る価値観を掲げてきました。この価値観とは奉仕、親睦、

た。その際、小島会長のお計らいもありまして、御前様に

多様性、高潔性、リーダーシップのことで、この５つを心

お会いすることができました、亡くなられて大変残念に思

の中に秘めておかないと、ロータリーとしての心の価値観

います、ご冥福をお祈りいたします。

を失ってしまいます。そして、ロータリーの使命とは、他

本日は RLI より 3 名来

者に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務及び地域社

ております。この組織が話

会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解と親善と平和

し合い、ロータリーの様々

を推進する（この「世界理解」と「親善」と「平和」はど

なことを進めていきます。

の項目にも掲げられていることですね）ことと示されてい

これは中々、日本では（日

ます。

本人はセッションが不得

では、これらの歴史があり、これからのロータリーはど

手な印象がありますので）見られないことかと思います。

うなるのか。そのビジョンを昨年６月に国際ロータリー、

しかし、これからは自分自身からアクティブに動かなけれ

ロータリー財団の役員が集まり、話し合われたそうです。

ばなりません。全国の中学校でもアクティブラーニングを

ロータリーがこれからも目標に向けて前進し続けていく

取り入れる考えが出ています。更には、数年後には高校に

ために、戦略計画はロータリアンの願いや希望意見などを

も同じく導入する話が出ています。そして、可能であれば

取り入れて進化していくことが必要です。話し合いの結果、

アクティブラーニングの中で課題を与え、世界史等、国内

「私たちロータリアンは世界で、地域社会で、自分自身の

だけでなく様々な要素を取り入れて自発的に勉強させよ

中で持続可能なよい変化を生むために人々が手を取り合

うという動きがあります。ロータリーはこの自発的な、ア

って行動する世界を目指す」という戦略計画が承認された

クティブな流れを取り入れようとしているのです。私も地

のです。こうした新しいビジョン声明はロータリーがこれ

区で勉強しておりますが、自クラブでもこの手法をお返し

からも長期的に繁栄していくために未来の方向を定める

できればと、そして日本全国で進めていければいいのでは

ものであり、ロータリーが世界や会員にもたらしたいイン

と考えています。

パクトを表しています。そして、実際にこのビジョンは他

さて、今日のテーマは「かわりゆくロータリー」を掲げ

の団体の方（ロータリー

させていただきました。皆様はロータリー自体が変わった

とは関係のない方）にも

と思いますか。2016 年の規定審議会に「フレキシブル」

ロータリーはどうあるべ

という言葉が出ました。これは、国際ロータリーはおおま

きかという意見を求めた

かなことは決めますが、その他はクラブで判断、例えば会

うえで作られたものなの

費、出席日数、例会構成等を各クラブで決めていいことに

です。

なりました。更には、今や主婦ですとか、ボランティアの

また、組織としてもロータリーは大きく変わる予感がい

活動団体の人、ローターアクトの人もロータリーに加入で

たします。国際ロータリーは人の集まり、ロータリー財団

きます。この流れに懸念を抱く方も多いでしょう。ロータ

は皆さんからのお金の集まりですが、これからはこの二つ

の組織がますます密接になる流れになるのではないかと

いう話になる。何かする！というのは奉仕活動に限らず、

思います。もしかすると、これからの活動は地区補助金、

小さなことも含みます。これは今までの考え方が「外に出

人道支援の活動としてはグローバル補助金を使っていく

でて奉仕を行う」でしたが、外だけではなく、中、つまり

等、流れが大きく変わるのではないかなと思います。

クラブ内の奉仕も充実をさせる、また、自身の変化も起こ

そうした流れが出てきている中で、日本人のロータリア

していく、という考え方なのです。是非、小島会長も次の

ンの心というのは「お金」だけでは駄目なのです。ロータ

代に自身の思いを伝え、次にバトンをつないでいただけれ

リー自体はクォーター（100 年であれば 25 周年等）で

ばと思います。

区切っています。歴史のある日野ロータリーは 50 年を超
えて活動していますが、日本のロータリーはクラブ内で老
いも若きも親睦と奉仕がバランスよく、同じ土俵で話し合
える環境を整えることが大切です。日野ロータリーのよう
に永きにわたってクラブが続けてこられたのは年齢を超
えた交流ができる環境、伝統があるからだと思います。ま
た、こちらの例会場が常にあることも大きいです。通常の
クラブはこのような落ち着いた場所で例会ができるとは
限らないものですしね。

中村様、貴重なお話しありがとうございました。またぜ

ロータリーの最高の感動は「出会い」であって、出会い

ひとも日野の例会にお越しいただければと思います。

があって何かしようか！という話になり、変えていこうと

ニコニコ報告
小島会長

親睦委員会より

ＲＬＩ日本支部ファシリテーター委員長中村様、今日はとても楽しみにお待ちいたしておりました。ＲＬＩ
熊本委員長、渡邉副委員長、前委員ようこそおいで下さいました。熊井会員相武ＣＣ月例優勝おめでとうござ
いました【ニコニコスペシャル】

田中幹事

ＲＬＩ日本支部ファシリテーター委員長中村様、卓話楽しみにしております。第 2750 地区ＲＬＩ委員会の
皆様御来駕ありがとうございます。

前

委

員

初めてお伺いしました。よろしくお願いします。

17-18 年度 ニコニコ 合計
本日のニコニコ：

累計

出席報告

604,322 円

ビジターフィー：
出席奨励委員会より

15,000 円

累計

6,000 円

33,000 円

事前ＭＵ：飯作会員、熊井会員、黒川会員、安島会員
日

会員総数 (出席免除数)

出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ（出席免除 MU 数）

欠席

出席率

本日報告（4/11）

35（3）

19（2）

（事前）4（1）

12

65.71 %

前回訂正（4/4）

35（3）

26（2）

3+0

7

82.86 %

前々回訂正（3/28）

35（3）

22（3）

11 + 0 + 0

1

97.06 %

（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）

