国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2675 回例会 平成 27 年 10 月 9 日（金）

～於：成田ビューホテル～
12：00～12：30 各会員 昼食
＜例会＞
12：30
点鐘
13：00
ガバナー卓話
13：30
点鐘
記念撮影
＜クラブ協議会＞
13：40
ガバナー補佐挨拶
13：50
質疑応答
15：00
会長終了挨拶

ガバナー公式訪問 プログラム
佐瀬 和年 会長
櫻木 英一郎 ガバナー
佐瀬 和年 会長
伊藤 仁 第 9 分区ガバナー補佐
櫻木 英一郎 ガバナー
佐瀬 和年 会長

◇ 点
鐘
佐瀬 和年 会長
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
矢島 紀昭 会員
◇ お客様
国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 櫻木英一郎 様（千葉ロータリークラブ）
国際ロータリー第 2790 地区副幹事長 田中昌夫 様（千葉ロータリークラブ）
国際ロータリー第 2790 地区第 9 分区ガバナー補佐 伊藤仁 様（白井ロータリークラブ）
千葉ロータリークラブ
成田コスモポリタンロータリークラブ

三浦俊司
滝澤政樹
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様、下河浩 様、櫻井守
様、金子公久 様

様

◇

ニコニコボックス
平山 秀樹 会員（代読 小寺 真澄 会員）：この１年のゴルフに
つぎ込んだ成果を今日こそはお披露目しようと意気込んで地区ゴルフ
大会に参加いたしました。設営をしてくださったみなさまのお陰で、
お天気にも、コースにも、お仲間にも恵まれた機会でありました。が、
残念なことにブービーという結果に終わりました。これにめげずに精
進を続ける覚悟でございます。感謝と反省をこめてニコニコさせてい
ただきます。

橘 昌孝 会員：小学校の同級生が、6 年前に膵臓癌（余命三ヶ月）
と言われ、札幌から成田に来ました。色んな治療を受け、抗がん剤
の治療を行い 1 日 5 回笑って、1 日 5 回感動した結果、癌は縮小し
丸 6 年経過しましたが、今も元気にしています。今年の 2 月には小
さい膵臓癌が残っているが、これ以上抗がん剤は使えないから諦め
てくれと言われたそうです。しかし、その後 8 ヶ月経過し、昨日も
一緒に食事をしました。その他にも元気になった人がいます。皆様
も 1 日 5 回笑って、5 回感動しましょう。
石川 憲弘 会員：長らくお休みをいただきました。胆嚢の中に 23
㎜の石と 15 ㎜の石、二つが見つかりました。それを摘出手術しまし
たら、長年の便秘と腰痛が治ったような気がしております。これか
らも皆様の仲間に入れていただき、ロータリー活動に従事したいと
思います。クラブから、また沢山の会員の皆様からお見舞いをいた
だきありがとうございました。御礼申し上げます。
堀口 路加 会員：地区米山記念奨学会からの報告を兼ねてニコニ
コいたします。10 月 4 日、5 日の二日間、恒例の米山梅吉記念館探
訪研修旅行に奨学生、カウンセラー、地区委員、総勢 41 名で行って
まいりました。リニア見学センター、米山記念館、富士山 5 合目、
勝沼ぶどう郷をめぐる旅行で、奨学生同士だけでなく、カウンセラ
ーとの親睦が深まった大変よい機会でした。10 月 30 日は米山奨学
生を連れて卓話もございますのでよろしくお願い致します。この機会に 2790 地区の学友
会のファイスブックページをご覧いただきますと、研修旅行の写真が沢山出てきます。
https://www.facebook.com/ロータリー第 2790 地区米山奨学生学友会-816220445128561/
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大澤

浩一

会員：9 月 18 日、本校インターアクト部をお招きいた

だき、いろいろお世話になりました。報告としてプリントアウトし
ておきました。また、エコキャップにつきまして、平野会員には沢
山御協力いただきました。ありがとうございます。その日、選挙年
齢が 18 歳に引き下げになるということで、県知事選の模擬投票が行
われ例会を失礼いたしました。その時の模様が、今朝の NHK ニュ
ースで 3 分くらいでしたが取り上げられたことに感謝致します。成田の私立高校という紹
介で、生徒たち、野球部の監督が非常に良い表情でインタビューに答えていました。報告
がてらニコニコ致します。
松田 泰長 会員：3 ヶ月ぶりに皆様のお顔を拝見しております。右
側の腎臓から膀胱へ行く尿路、ここに癌ができ、手術により右側尿
路と腎臓を全摘出いたしました。当初 1 ヶ月くらいの入院と言われ
ましたが、術後 8 日で抜けてきました。いま完璧に日常に戻ってお
ります。アルコールも復活です。クラブ、そして多くの皆様からお
見舞いをいただきました。ようやくエンジンをかけたところです。
エンジンがしっかり温まるまで、もうしばらく静かにしながらフル運転に持って行こうと
思っております。
石橋 菊太郎 会員： KinKi Kids の 10 月から始まった番組「採
れたてフジテレビ」で、鰻のお取り寄せを紹介していただき、昨日
まで大反響でした。ありがとうございます。
諸岡 靖彦 会員：前２回の例会を休みましたので、溜まっており
ましたニコニコ情報をお伝えします。
１．去る 9 月 19 日、恒例の表千家お家元による献茶式が成田山大
本堂で行われました。今年は表千家同門会千葉県支部が発足して 50
年目を迎える年となりましたので、特別意義の在る開催となりまし
た。成田山では、江戸末期の天保の改革による奢侈禁止令で江戸十
里四方ところ払いの処分を受けた、成田屋七代目団十郎が蟄居した
縁の延命院を改装して、その杮落しとして、青年部の茶席を設けた
ことが話題となりました。夕方からは、会場を成田ビューホテルに
移して、50 周年の祝賀行事が行われました。お献茶と記念茶会には約 1 千名の、祝賀会に
は 4 百名近い参加者があり、盛況でした。同門会支部長として、役目を果たすことが出来
ました。
２．10 月 4 日に、櫻木ガバナー年度地区 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パート
Ⅰが千葉県青少年女性会館で開催されました。登録参加者は 32 名とやや少な目でしたが、
各セッションでは熱の入ったディスカッションが繰り広げられ、参加者の皆さんからは、
参加してよかったとのご意見をいただきました。地区委員長として、胸をなでおろしてい
る所です。
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３．今月は誕生日と結婚記念日がダブルで重なり、クラブよりお祝いを頂ける月です。ま
た、今月でロータリー入会満十年を迎えることが出来ました。入会時からご指導いただい
ております橘先生（当時直前会長）や、時の会長・設楽さんをはじめ、先輩の皆様ほか多
くの会員の皆様に感謝申し上げます。
音花 昭二 会員：今週月曜日、10 月 5 日は地区記念ゴルフ大会に
参加させていただき、ハンディに恵まれ順位賞 40 位をいただきまし
た。スタートホールで激励をいただきましたガバナー、一緒にラウ
ンドさせていただきました長原会員、ありがとうございました。そ
して、ご参加いただいた会員の皆様、大変楽しい一時を過ごさせて
いただき、感謝申し上げます。今後とも、ゴルフもクラブの活動も
がんばってまいりたいと存じますので、ご指導のほど、よろしくお
願いいたします。
◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長
ノーベル賞受賞者、日本人 3 名の話題が世界中を驚かせております。
先週もお話いたしましたが、
世界一長寿の国
世界屈指の美しい国（四季に恵まれた素晴らしい国）
日本食が世界遺産となる
世界一長寿企業の多い国
良い所を上げれば、たくさんあります。
識字率、治安の良い国、礼節の良さ、所得、スポーツに於いてもオリンピックでご承知の
ように、優秀な選手を多く出しているなど、極東のはずれにある小さな国、日本人は世界
一優秀な人類ではなかろうかと、世界の関心が、どんどん高まっています。
ノーベル賞受賞者は、アメリカに次いで 2 位、これは 1 位と 2 位の差が大分ありますが、
2 位に浮上した事は確かです。
世界に日本文化と日本人の精神を紹介しようとするときに、心の在り様を表す適確な言
葉が見つからない事に、学者は苦労している。と言う話も先週しましたが、今日お見えの
櫻木英一郎ガバナーも、和の文化を代表する「茶の湯」に精通しているとお聴きいたしま
したが、茶の湯の世界では「一期一会」と言う言葉が、多く登
場して来るように思います。これも翻訳すると大変長い文章に
なるようです。
今月４日の日曜日、RLI 講習に DL として参加させて戴きま
したが、私たちの慣習と、ロータリークラブの会員であるため
の決まり事に、けっこう抵抗感があるようでした。
アメリカで成長してきた、ロータリークラブを「和の心」で
どのように受容すれば良いのかを考えつつ、ガバナーのご高話
を承ってまいりましょう。
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◇ 委員会報告
・クラブ広報委員会
石橋 菊太郎 会員
ロータリーの友の記事紹介です。10 月は大変記事の内容が充実してい
ます。例会、米山、ソウル国際大会、その中で 44 頁。ロータリーの 6
つの重点分野が掲載されております。最近、手帳にも入っていますし、
月間を重点分野に重ねてございます。まず 2 月には平和と紛争予防、
12 月疾病予防と治療、3 月水と衛生、4 月母子の健康、9 月基本的教
育と識字率向上、10 月経済と地域社会の発展。是非精読していただき
たいと思います。このページは 10 月の目玉になっているような気がします。
◇ 幹事報告
深堀 伸之 幹事
≪回覧≫
・週報
多古、印西ロータリークラブ
・例会変更
多古、印西ロータリークラブ
・ソウル国際大会の登録方法について
5/28～6/1 ＄440、12/25 までの申し込みの場合＄310
・国際ロータリーより世界ポリオデーの特別イベントのご案内
インターネット生放送 10 月 24 日（土）AM7：30（ポリオ・ロ
ータリーで検索）
・ロータリー財団の専門家グループ（Cadre)が発行しているニュースレターと専門家グル
ープ登録書式、ロータリー財団の専門家グループの活動紹介とメンバー募集のご案内
・地区ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究会）パートⅡ及びパートⅢの開催ご案内
・エレクト事務所開設のご案内
・フェローシップ交流会のご案内
・ＲＩＤ2790 地区「里山歩き」のご案内
≪連絡≫
・先週に引き続き台風 18 号による洪水被害への義捐金のご協力をお願いいたします。
※先週、今週とご協力頂き、５４，５００円
◇

卓話
国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

櫻木

英一郎

様

今年度ガバナーを務めさせていただいております千葉ロータリ
ークラブの櫻木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ガバナーという役をいただきまして全クラブを廻らせていただ
いておりますが、今日で 42、3 か所目。ちょうど半分が終わりま
した。ガバナーを出すというのは、本当に大変です。しかし 84 ク
ラブも廻る機会など絶対にありませんから、色んなクラブを拝見
することができるというのは、役得のうちの一つかなと思ってお
ります。
またガバナーを排出したクラブは色々な負担がかかってくるのですが、その負担をなる
べく軽減するということを考えております。そして各クラブを廻るときには、千葉ロータ
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リークラブから何人か随行してもらうようにしています。ガバナーだけではなく、クラブ
にとっても中々ない経験なので、会員にも沢山のクラブを見てもらい勉強していただきた
いと思っております。今日も 4 人お邪魔しております。
ガバナーという役はいろいろな要素があり、負担もありますが、是非、質と量を兼ね備
えた成田ロータリークラブからもガバナーを出していただきたいと思っております。そう
いうお願いをして廻るのも私の仕事です。
各クラブによっていろいろな運営、会場設営の仕方がございます。成田は両脇にバナー
交換された各クラブのバナーが下げられています。これは活動の証です。また成田山を彷
彿させる点鐘の鐘。しっかり自分の地域を意識した設営だと思います。
先ほど、私は国際ロータリーの役員と紹介していただきました。今年度、私はそういう
風に紹介していただくように各クラブにお願いしております。何故かと申しますと、ガバ
ナーエレクトのときに色々研修を受けるのですが、来年は、国際ロータリーの役員だと言
われます。この国際ロータリーの役員という言葉とガバナーという言葉の意味合いの両方
を考え合わせてみますと、ガバナーは地区の管理者です。選ばれる時は、ガバナーノミニ
ーとして選ばれます。地区から一人推薦され、それを国際ロータリーに届ける。それで RI
会長から承認を得る。ガバナーノミニーの年度の最後の 6 月に国際大会がございます。そ
こで 531 人のガバナーノミニーが一括して 2 年後のガバナーにするかどうかの選挙を行い
ます。それで選ばれると、翌年ガバナーエレクトとなります。ガバナーという役は RI の役
職です。決して、地区内の連合会長ではありません。国際ロータリーは 34,000 のクラブを
一括で統括するのは難しいので、世界を 538 の地区に分けました。その各地区にガバナー
という役を配置して地区の管理を任せる事により、地区内のクラブに RI の方針や組織規定
を浸透させる。ですから RI 側の人間となり、管理役員という役をいただいております。
RI 側の管理役員だからといって、私が偉いかというと偉くはありません。毎年ガバナーは
出ますし、どこかで何か言えば叩かれます。もし地区内の連合会長であれば、District
president と呼ばれるはずです。そうであれば、地区内のクラブの 3 分の 2 以上の賛成を
得れば、この地区を二つに分けたり、茨城と一つにしようなどということも決められます。
しかし、地区というのは RI が決めるもので、管理者として置かれたガバナーが地区内を運
営します。ガバナーの一人の意向ではどうにもならないのです。そうやって色々考えます
と、ガバナーは RI 側の人間で、地区の管理を任された役職であるということになります。
ガバナーをそういう役だと規定すると、スッキリ見えてきます。ガバナーがやることは、
RI の方針、あるいは組織規定を地区内に浸透させる事。私はこういう目を持って 84 クラ
ブ廻らせていただいております。クラブにおいてもそういうお話をさせていただこうと思
っております。
どこのクラブでも定款のお話をさせていただいております。今日は活動計画書をお持ち
下さいとお話ししておりました。先ほどの会長・幹事懇談会でも定款の内容については、
お話させていただきました。定款については、昨年の宇佐見ガバナーが廻られて「定款と
はこういうものですよ、こういう記載をしなければいけませんよ」とお話されたと伺って
おります。今年は、殆どのクラブが宇佐見ガバナーの指導通りになっているかと思いまし
たら、どこのクラブもなっておりません。そして、残念ながら成田クラブもそうでした。
定款の第 2 条、3 条、第 6 条、9 条の記載の仕方です。定款というのは国際ロータリー
が提示したものをそのまま使わなければならないとなっております。どこに提示されるか
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というと手続要覧に書かれております。あるいはロータリーのホームページ、マイロータ
リーの資料というところから定款をダウンロードできます。
第 2 条・・・このクラブでは第 2 条（一つを選択する）と書かれています。一つを選択
するわけですから、いくつかその下に選択肢があるはずです。それぞれの選択肢の前に四
角（□）が書かれています。一つを選択するという意味は、その四角の中にチェックを入
れ選択するという意味です。チェックを入れて、ブランクに成田と名称を入れる。選ばな
かったところを削除してはいけないのです。第 3 条もそのようになっています。ここでは
活動区域を書くようになっています。チェックを入れて、活動区域を記入します。他には、
インターネットクラブ用の情報を書く欄もあります。ブランクがある定款は見た目に良く
ないのですが、いらないからとそれを消してはいけません。加えていいのは名前と所在地
だけです。条項をなぜ削除してはいけないか？もし削除して良いのであれば、厳し過ぎる
からとか、嫌だからと色んな理由で条項を削ることが可能になるからです。世界中に
34,000 強のロータリークラブがあります。その中には 3 つの形態のロータリークラブがあ
ります。従来型のクラブ、インターネットクラブ、さらに衛星クラブです。国際ロータリ
ーは 3 つ全ての形態をロータリーと認めました。これが全部同じ定款を持つというところ
に意義があるのかなと思います。同じ定款を持つからこそ、同じコンセプトで活動してい
るロータリークラブである。だから、このクラブを休んでも世界中のどのクラブにいって
も出席すればそれがメーキャップになると、こういう風に考えていただければと思います。
定款には大変重要なことも書かれておりますが、定款にはそのものを持つ意味合いとい
うものが非常に重要であるとお考えいただきたいと思います。このクラブが設立をされま
した時に、認証状伝達式というのを行います。今日は、こちらに持ってきていただきまし
た。これは国際ロータリーからその地区のガバナーに渡され、ガバナーから特別代表の手
に渡され、特別代表の手からこのクラブの創立時の会長の手に渡されます。非常に重要な
ものです。この認証状伝達式の時、多分、黒いお盆の上に、紫の袱紗の上に乗せられ丁重
に扱われたのではないかと思います。しかし、この伝達式が済んでしまうと、事務所の片
隅に仕舞われ、そんなものは見たことないという人が大勢います。今まで廻りまして、無
くしたというクラブもありました。大切な物なので、是非再発行をお願いして下さいと伝
えました。この認証状に何が書かれているかと申しますと、あなたのクラブの役員と会員
は国際ロータリーの定款と細則を守ります。それを遵守するということを条件にして、あ
なたのクラブは国際ロータリーの加盟会員として認めますと書かれています。ですから、
成田ロータリークラブは国際ロータリーの加盟会員であります。加盟会員であるからには
国際ロータリーの定款は守らなければなりません。それを守ることによりロータリークラ
ブという名前を使え、ホイールのロータリーマークが使えます。RI の一員であるという唯
一の証拠なのです。又、3 年に 1 回変わる定款をそのま
ま遵守することで国際ロータリーとこのクラブの関係が
保たれているということになります。
これはフランチャイズ契約のようなものです。RI がフ
ランチャイズの親会社であり、各クラブがフランチャイ
ジー。成田クラブは親会社が提示するフランチャイズ契
約書を守る。だからロータリークラブという名前を使え
成田ロータリークラブ認証状
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る、マークを使える、セブンイレブンなどでも本社が色々開発したノウハウや、商品の品
揃えをフランチャイジーに提供します。その条件はフランチャイズ契約書を守ることです。
ロータリーも全く同じです。セブンイレブンに行けば、同じ品揃え、販売のノウハウがあ
るので安心して買えます。ロータリーも全く同じで、国際ロータリーは運営のノウハウを
考えております。それをいろいろ提供しております。国際ロータリーとクラブの関係を保
っていれば、それをどんどん使って良いということになっております。成田ロータリーク
ラブというのが正式名称ではございません、本当は Rotary Club of Narita というのが正式
名称です。初めにロータリークラブがあるのです。そういう面でクラブと RI のことを考え
ていただきたいなと思っております。今 RI が何を考えて何を各クラブに提供しているのか。
国際ロータリーは 1990 年代にこのままの活動を続けていたのではロータリーが駄目にな
るだろうと推測しまして、いろいろアンケート調査をしました。そういう動きを始めたの
は 1992 年 RI 会長のクリフォード Ｌ.ダクターマンでした。今までの流れを大きく変える
ように曲がり道をつくりました。世界中に RI が調査した結果、色んなことが判明しました。
皆さんが付けているロイヤルブルーとゴールドのロータリーマーク、これを付けていれば
ロータリーだと思うであろうと思ったら、世界中の 4 割がロータリーを全く知らない、4
割は名前だけは聞いたことがある、2 割は少し知っているという調査結果が出ました。ロ
ータリーは愕然としました。それに対して色々な具体的な策を出してきております。皆さ
んもお感じになっているかと思います。例えば、メーキャップが前後 1 週間から 2 週間に
なりました。職業分類も 2013 年、家や子育ての関係で仕事を持ちたかったが持てなかっ
た人もロータリアンとして認めるというような改正も出来ております。CLP や DLP とい
う考え方も勿論そのうちの一つであります。ロータリーがあまりにも知名度が無い、会員
数がどんどん減っていく、ライオンズに差をつけられ、尚且つ開いている。ライオンズの
会員は、世界中に 130 万人ですが、ロータリーの会員は 122 万人です。そういうことをど
うしようかと考えたのが RI です。RI が色々と細かいことを国際的にクラブに下してきて
います。推奨であり、定款の中にも込められています。先ほど、石橋さんから 6 つの重点
項目を月間に全て当てはめてきたという発言がありましたが、これもその一つです。RI が
考えていることは、少し outstanding 的な活動をしよう。つまり人道奉仕に焦点をあてた
活動をしようということです。その最たるものが 6 つの重点項目の上にあるポリオなので
すが、こういう活動をして、尚且つそういう活動を世間にちゃんと知っていただこうとい
うことです。今までロータリーは陰徳の団体でしたが、活動を世間に知ってもらい知名度
をあげ、会員を増やす一つのきっかけにしようと考えました。これが RI の大きな変革流れ
の根本であります。その大きな流れの中から一つ一つやってきている。それを各クラブが
受けて頂きたい。一つ一つを前と違うからと言って反発するのではなくて、RI は大きく世
界の流れを考えながら具体的なことを打ち出してきているという風にお考えをいただきた
いと思います。RI が言ってくるのを取捨選択できるのも各クラブです。私は、各クラブは
半独立団体だと思っています。半独立団体というのは、半分は独立、半分は独立ではない、
独立ではない方は、一応は RI の言ってくることは全部受け入れなければならない。だけど
もう半分の独立の方で（クラブには理事会がありますので）、理事会で RI のいってくるこ
とを選択する自由があるのもクラブの性格です。よくクラブは独立だ、自主性だと言いま
すが、全くの独立自主性ではありません、RI の枠の中での自主性であり、独立性であると
お考えをいただきたいと思います。
8

成田ロータリークラブのことだけを考える、成田地区のことだけを考えるのではなくて、
ロータリアンたるもの、RI 的な視野を持っていただければと思います。本日は御清聴あり
がとうございました。
◇

点

鐘

◇

記念撮影

◇

司会／進行

佐瀬

和年

会長

佐瀬

和年

会長

◇ ガバナー補佐挨拶
伊藤 仁 第 9 分区ガバナー補佐
本日は、年に一度、ガバナーにクラブを訪問して頂き、クラブ会
員と忌憚のない意見交換をするというたっての日でございますの
で、皆さん、疑問に思っていることがございましたら、どうぞこ
の席で解決して頂ければと思っております。有意義な協議会にな
る事を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。よろしく
お願い致します。
◇

質疑応答
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Ｑ）内規規定委員会 設楽 正行 委員長
櫻木ガバナーはすでにおわかりのことですが、成田ロータリーク
ラブの若手に聞かせたいことでもありますのでご了承ください。
ロータリーの友、9 月号で本年度 RI 会長の挨拶の中に“ロータ
リーグローバルリワード”と名付けて、会員間でもっと経済的利
便を図り、その利益の一部を財団に寄付できるシステムをさらに
進めたい旨主張されていました。ご承知の通り、1905 年にポー
ル・ハリスによって提唱されたロータリークラブは、設立当初、親睦と会員間の物質的相
互扶助が大きな柱でありました。つまりロータリーに入ると儲かりますよ、会費以上に稼
げます、と言うことでした。
1906 年ドナルド・カーター氏がロータリークラブに誘われた時、仲間だけで利益を与え
あい、世間の事は顧みない、そんな利己的な組織に将来は無いということを言われました。
そこでポール・ハリスは地域に対する奉仕活動を取り入れようとしました。親睦派と奉仕
派の葛藤が何年かあり、その後あからさまな会員間の相互扶助は無くなり、親睦と奉仕を
両輪とした現在の活動につながっていくわけです。
そのような歴史の流れと、私が 20 数年前にロータリークラブに誘われた時、先輩から、
ロータリークラブで商売をしようと思ってはいけない。ロータリークラブ入ることは自分
磨きとともに所属していることによる自分の企業の信用のためであるから、商売のためで
はないといわれました。爾来それを守ってきましたが、冒頭申しましたように現在の会長
によるロータリアン同士でもっと利便性を求めあいましょう。そしてその一部をロータリ
ー財団に寄付しましょう、という現在の方向性と矛盾するわけですが櫻木ガバナーはどの
ようにお考えですか。
≪ロータリー グローバル リワード≫
「幸せの種をまけば 実りはあなたにも」
ロータリーの新しい会員特典プログラム、「ロータリー グローバル リワード」では、さまざまな商品や
サービスの割引がご利用いただけます。
割引＆特別提供
ロータリー グローバル リワードでは、レンタカー、ホテル、レストラン、エンターテイメントなどの割引
がご利用いただけます。今後さらに世界中にラインアップが広がる予定ですので、頻繁にご確認くださ
い。
プログラムの仕組み
ロータリー グローバル リワードの一覧はどなたでもご覧いただけますが、割引を利用できるのは My
ROTARY にアカウント登録をしたロータリークラブ会員のみとなります。パソコン、スマートフォン、タブ
レット型端末から、割引の検索や利用のページにアクセスできます。
会員専用のこのプログラムを利用するために、今すぐ My ROTARY のアカウントを作成しましょう。ア
カウント登録の方法は、「My ROTARY」アカウント登録方法（PDF）をご参照ください。
特典の提供
ロータリー会員が、独自の特典を提供することもできます。特典の提供地域を、地元、地域、世界中の
いずれかに指定できます。
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※後日談 櫻木ガバナーはロータリアン同士それをやってもいいのではとの答えがありま
したが、2014 年ロータリアンの守るべき 10 カ条の中の 5 条目にロータリアン同士利益を
供与しあうことは慎みましょうという条項がありました。これは現在 4 条になっていて 5
条目以降は入っていませんでした。従って良く考えてみましょう。
Ａ）櫻木 英一郎 ガバナー
設楽さん方から、ロータリーの歴史と設立当時のコンセプト、現在の RI の動きについての
質問がございましたが、おっしゃる通り、ロータリーは、設立当時は会員間の利益の増大
というのが二つあるオプジェクトとの第 1 条でした。そればかりでは駄目だと言ったのが
ドナルド・カーターです。その会員相互の利益いわゆる「親睦・互恵派」と「奉仕・実践
派」という二つの考えがございました。これが非常に熾烈な論争をしたのですが、これは
どちらかを否定したというものではありません。ただ数的に、シカゴクラブの中で「奉仕・
実践派」を増やすのを諦めたポール・ハリスと、チェスレー・ペリーという人が他にクラ
ブを作りました。他にもクラブを作る中で、全体的に奉仕・実践派を増やしていきました。
ですからどちらかが否定されたわけではないと私は考えています。
ロータリーでは、定款と RI 細則とロータリー章典、これだけが最低守らなければならな
いことです。ロータリーをどのように解釈するか、ロータリーをどのように利用するか、
自分がロータリーに入ってどのような利益を受けるか、自由だと思うのです。その中に勉
強するということも入っているでしょうし、他人に対して寄与するという心を学ぶ、人間
形成ということも入っています。またお互いに知り合った中でちゃんとした商売をし、お
互いに商売する、これも否定はされてないと思います。それを求めることを拒否はしなく
て良いのではないかと考えています。
Ｑ）石橋 菊太郎 会員
ロータリーの友、44 ページに 6 つの重点分野があります。今
年になり特別月間として採用されたのは何故でしょうか。もと
もとロータリー財団の言っているグローバル補助金の使い方
の 6 つの重点分野なのに。まず 6 つの重点分野の解説を読んで
いくと、紛争解決に関連したキャリアを目指す人のための奨学
金支援、疾病予防と治療の分野でキャリア向上を目指す人への
奨学金支援、母子の健康に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための
奨学金支援、基本的教育と識字率向上の分野でキャリア向上を目指す人への奨学金支援、
経済と地域社会の発展に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための奨
学金支援と言う風に、全部に奨学金支援が入っております。こうなってくると、財団に集
まった沢山のお金を皆さんジャブジャブ使いなさいというように読めないでしょうか。ま
た行動規範 5 項目にあった『事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求めない。』
が削除されて 4 つになっております。こういうことから、ラビンドラン RI 会長が一人で
理事会を通してしまったような気がします。その辺のストーリーを教えていただきたいと
思います。
" He Profits Most Who Serves Best. "（最もよく奉仕する者が、最も多く報われる。）
ところが行動規範の 5 項目目を抜いたことで、利益共有を受ける形になるのではないでし
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ょうか。
Ａ）櫻木 英一郎 ガバナー
6 つの重点分野が月間に入ってきました。私は RI 会長でも、理事でもないので何故入って
きたかはわからないのですが、ラビンドラン会長は非常に実務的な人間ではないかと感じ
ます。月間の名前を変えてきたのも年度始まり寸前でした。年度が始まってからも変えま
したので、自分が良いと思ったことはどんどんやる人間ではないかと感じています。その
中で、財団のお金をどんどん使う方向にあるのではというご指摘がありました。私はこの
未来の夢計画というのは、そういう方向に財団は切り替えたのではないか思います。今ま
でお金の使い道は、最終的に RI の財団が統括していたものを、ほとんど地区の裁量に任せ
てきました。最終的には RI に届けるのですが、地区の裁量範囲を増やしてきました。これ
が未来の夢計画の大きな理由です。
「皆さん、使えるんですよ、だから寄付してくださいよ」
そういう論法かなと考えます。またその使えるお金は年次基金だけなのですが、年次基金
の寄付をお願いしたいけれども、恒久基金でもお願いしたい。使徒指定基金でもお願いし
ます。今、餌を与えて太らせようという考えに RI はなっているのかなと思います。また、
ラビンドラン会長が一人で決めたかという質問に対してですが、最終的には理事会に通し
ますが、多分発案したラビンドラン会長一人で決めたと思います。RI も地区もクラブも、
そのトップがこうやりたいということが通っていかないと中々やることが刷新されません。
淀んでいってしまうことがあるのではないかと思います。
“ロータリーグローバルリワード”はいきなり言ってきましたので、詳しい情報はありま
せん。ロータリーの会員になるとこういうこともあるのだよと、魅力の一つにしているの
だと思います。どの国のどういう店でどういう利益が受けられるか、先日発表されました。
補助金は、各クラブの成熟度、状況に応じて出ています。成熟度が高いか低いかでは判断
していません。DDF の条件に合っているかどうか、予算に合っているかどうかを考えてい
ます。
Ｑ）クラブ研修委員会 松田 泰長 委員長
１．石橋会員の質問・地区補助金申請に対する補足質問です。
私は昨年度の会長でしたが、昨年の地区補助金申請書（様式 311）
の申請者欄に私の署名する欄がありませんでした。クラブ会長欄
に就任年度会長として、つまり、会長エレクトと会長ノミニーの
署名欄だけでした。申請時におけるクラブ代表は会長エレクトで
はありません、この申請そのものが無効な物ではないのでしょう
か？
千葉ロータリークラブの櫻井さんからコメントがありましたが、そんなことはなく会長署
名欄があり私が署名しました、と介しましたが、三浦さんは現会長であり、昨年はエレク
トで佐瀬会長と同じ立場での署名です。
今年の地区ＨＰで確認しても昨年度の申請書に現年度会長の署名を求めています。
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Ａ）櫻木

英一郎

ガバナー

おっしゃるように、次年度会長にはクラブの代表権はない。しかし財団本部の書類がどう
なっているかを調べて訂正すべきは訂正したいと思います。
※追記 その書類は見たことがありませんが、次年度会長のサインでよいと考えます。次
年度の事業計画に関わる補助金申請だから次年度会長がサインするのが妥当だと思います。
更に、本年度次年度の双方のサインを求めると、仮に本年度会長が財団に補助金申請する
事に絶対反対でサインを拒否した場合には次年度がやりたくても出来なくなってしまいま
す。
２．ガバナーはＲＩ国際ロータリーの役員であります、そのため、質問に対するお答えに

ご苦労されることをお察ししております。
定款に関するご指摘をお聞きし、日本のロータリーが辿った 70 年前が浮かんできました。
戦前の軍部からの圧力に対して、ロータリーの本部がアメリカにあるからいけないんだ、
では日本独自の定款を作って独立しよう、という動きがありました。不幸にもそのまま戦
争に突入し、ＲＩ離脱となりました。しかし、戦中に於いてもロータリー理念の追究を続
けたメンバーは世界に誇れるロータリー理念の保持者へとなりました。戦後ＲＩ復帰に際
し、条件が示されました、それはＲＩの提示する定款の遵守です。
＜質問です＞
ロータリーには「ロータリーの目的」があり、そのもとにＲＩ定款がありクラブ定款があ
ります。これらの決まり事の根底にはその理念・精神があって生まれてきたものです。
ＲＩはここ 10 年来、時代の変化にあわせてのロータリーも変化するとの言い訳でロータリ
ー理念を置き去りにした舵取りを行い、遂に「ロータリーグローバルリワード」という安
易で幼稚ともいえる手法を掲げるに至りました。
私はクラブ研修リーダーとしてお聞きします。私たちは 55 年の歴史ある成田ロータリーク
ラブにおいて、先輩方からロータリーの理念を伴った教えを頂いてきました、そして今、
方向性が曲がってきたＲＩのもと次の世代へどのような内容で引き渡しをして行けば良い
のかお教え下さい。
Ａ）櫻木 英一郎 ガバナー
日本は戦前に日本から大陸、南方へ領土を広げ、ロータリーを沢山作りました。日本を中
心としたロータリークラブが増え、強気になり大連宣言というものを出しました。大連宣
言は、日本的に色々な宣言文を解釈したものでしたが、それが連合国側にとっては目に余
るものだったのです。ということで、大連宣言は、引っ込めざるを得なくなりました。そ
ういう歴史があります。そうこうしているうちに、戦争に突入し、1940 年に RI を脱退、
戦後、マッカーサーを通じて RI 復帰の動きを行いました。その時条件にされたのが、「日
本は勝手なことをするな。公用文になっている英語を勝手に和訳してはいけない。直訳し
なさい。」ですから、日本の公用の日本文は全部 RI の日本語科というところが翻訳をして
おり、我々は勝手に日本語訳をつけてはいけないことになっています。そういう中で、日
本的なロータリーの精神をどう生かすか。これは端的に言うと、自由だと思います。ロー
タリーで決まっていることを 100％守らなければならないのは、RI 定款と RI 細則とクラ
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ブ定款だけであります。それの集積であります手続要覧、それのまた集積でありますロー
タリー章典。それに違反していなければどういう活動をしてもかまわないと思っておりま
す。RI は中央集権的だというご意見がありますが、決してそうは思いません。絶対守りな
さいというところは縮小していき、クラブの裁量をどんどん増やしてる。そういう動きで
はないかと思います。ロータリーをどういう風に解釈、活動するかは、細則の中に盛り込
むことも結構でしょうし、年々の会長さんのご意向で動きを出すのも結構でしょうし、ク
ラブは理事会を持っていますから、理事会が意思決定をできます。その意思決定に任され
てもいいでしょう。ロータリーに正解なし。
Ｑ）会員増強・開会防止委員長

平山

秀樹

委員長

クラブ活動計画書に地域のコアなネットワーク、ソーシャルキ
ャピタル、社会資本たり得る活動になるようにと書かせていた
だいております。成田の地域を代表する方々がクラブメンバー
として、親睦、フェローシップを深めている意義は大きいと考
えます。ごくごく一例として、ロータリーメンバーだけで、成
田商工会議所の正副会議が開けてしまうほどです。
質と量ということですが、私は質が大事であると考えます。確かに、数がないと失速して
しまいます。しかし、会員増強についても成田ロータリークラブらしい活動、方法がある
と考えます。先般、地区から会員増強カードについて利用を促す依頼がありました。これ
について、委員会を開きました。かなり密なディスカッションが行われました。６０名超
会員がいてもまだ空白の職業分類があるという指摘がありました。まずは、職業分類とそ
の充足状況を見直す必要があります。その上で、カードと一緒に職業分類お配りし、空白
の職業分類の候補者を中心に記入いただくようにお願いすることになりました。また、地
区からは会員１名につき２名かならず記入となっていますが、これは義務としないことに
しました。その上で、集まったカードから候補者の名簿を作り、委員会、理事会で成田に
相応しいか議論した上で会員増強活動をしようということになりました。
地区の目標である 3,000 名に、直結する計画ではなくて恐縮です。このような会員増強の
方向性でいいのかどうかご助言頂ければと思います。

Ａ）櫻木 英一郎 ガバナー
今年度、地区目標を 3,000 名にしました。もう少し慎重に増やして行こうというのが成田
クラブの方針のようですが、それでも結構です。あくまで方針です。何故 3,000 名にしか
と申しますと、高い数字を出さないなとやる気にならないのではないかと考えたからです。
数年後 3,000 名を目指せればと考えております。
会員増強は質か量か。私は量だと言っています。皆さんは成田の会員で入会者を探す時に、
この範囲ならよかろうという幅の中で考えていらっしゃると思います。会員のみなさんが
そう思う幅の範囲であれば、ロータリー入会の条件を備えている人であろうと考えます。
ですから入会の前にああだこうだ言う前に、皆さんが推薦する程のお人ならば的確であろ
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うと思いますので、どんどん入れていただきたいと思います。皆さん、立派なロータリア
ンになっていらっしゃいます。入会させた人をどうやってロータリアンに育てるかはクラ
ブの責任、クラブの研修の責任です。
Ｑ）国際奉仕
音花 昭二 リーダー
当クラブの活動報告をさせていただき、ご支援をお願いしたいと
思います。
会長が掲げる「世界に一番近いロータリークラブ」として、世界
に目を向けるという基本方針の下、新モンゴル高専を支援するこ
とを検討しております。ここの初代校長であるシルネンさんは、
成田クラブが米山記念奨学生として世話をしました。第一弾とし
て 11 月 6 日から 9 日まで、佐瀬会長、平山会員、堀口会員で現地視察の予定です。この
学校は、日本の産業を手本に、モンゴルを近代国家に導く計画を立てていらっしゃると伺
っております。学校の建物はパンフレットで見る限り立派です。教室内の机、椅子をはじ
めとしまして教材などは、日本から中古の重機、備品等を調達しようとしているところで
す。当クラブにおきましては、国際奉仕ということで、まずは現状を把握するという趣旨
で委員会でも承認いただき、今般、モンゴルへの視察を実行させていただく事になりまし
た。私自身は、ロータリー歴も短く理解も浅いのですが、国際奉仕とは他国の人々とその
文化や監修、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和
を推進するために会員が行う活動からなると理解し、取り組んで参りたいと思っておりま
すが、ガバナーのご意見とご支援をいただけないかと思います。
Ａ）櫻木 英一郎 ガバナー
成田クラブの素晴らしい活動をご紹介いただきました。国際奉仕とは、自分の国際的な付
き合いの中で奉仕の心（本来はサービスの心）、これを持って実践をしていく。これが単純
に国際奉仕です。それが根本にあり少し具体的に現したのが定款の第 5 条第 4 節中に書か
れています。このクラブのモンゴルに対する支援はそれをもっと具体化した活動だと思い
ます。まさに成田クラブでの活動としては素晴らしい、ロータリー的な目からしても素晴
らしい活動であろうと感じています。
先ほどの財団の補助金を使うとしましたら、日本で物を調達し、それをモンゴルへ運ぶ運
送経費ということであれば、補助金は間違いなく認められます。佐瀬会長の挨拶にもあり
ましたが、
「世界に一番近いロータリー」距離的にも時間的にも、と共に、国際ロータリー
にも一番近いロータリーであっていただきたい。ガバナーに一番近いロータリークラブで
あっていただきたい。幸い、2 年先までガバナーは決まっています。今手をあげていただ
いても 3 年先です。是非、冗談抜きで真剣にこの成田クラブからガバナーを出していただ
きたいと思っております。
【近藤会員より】以前スリランカに幼稚園を支援した経験があるが、期限を切らないとい
くらでもお金をせびられる。結局、10 年ほど何らかの支援をし続けることになった。最初
に期限を設けて支援することが、支援される側の自立を考えた時に、非常に重要になって
くると思う。
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Ｑ）長期計画（ＣＬＰ）委員会

遠藤

英一

委員長

去年は毎月第 3 週に委員会を開催しました。CLP 導入から 8 年。
複数年度の計画をしたいということで導入を決意いたしました。
今年は、CLP がある程度行き届いたということを前提に、四半
期ごとに各委員会の活動について検討したいと考えています。10
月に第 1 四半期の CLP 委員会を開催する予定でしたが、11 月に
したいと思っています。CLP 委員会は全ての活動を検証し PDCA
（Plan－Do－Check－Action）の手法を用いて、
「効果的なロータ
リークラブとなるための活動計画の指標」
「長期計画に対する理事役員会承認事項」及び「期
計画と数値目標」をもとに組織の変革、見直し、あるいは一歩先に進めるようなクラブの
あり方を提言してまいりたいと考えております。
Ａ）櫻木

英一郎

ガバナー

以前 CLP をどうしてそんなにすんなり取り入れられたのか？と質問しましたところ、長老
がやれと言ったからという返事でした。私は、なんて素晴らしい長老がいらっしゃるのだ
ろうと思いました。やはり RI も動きを的確に判断されている長老がやれと言って下されば、
その方がやりやすいものです。そういう良い条件に恵まれたクラブであったんだろうなぁ
と思いました。CLP の導入順序を間違えずにコンセプ
トから入って勉強される。それだから着実に CLP が
定着されているのではないかと感じます。大体、どの
クラブに行っても「CLP なんてとんでもない！」とい
う長老が沢山いるのが実情です。そういう中で、なん
とか新しい動き、見直しをやっていくというのが色ん
なクラブで悩んでいるところです。成田は恵まれてい
ます。成田クラブはお手本です。更に CLP を進化さ
せ、見直しを続けて良い形のクラブにしていただきと
思っております。
出 席

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６２

６１

４５

１６

７３．７７％

６２．３％

ＭＡＫＥ ＵＰ
諸岡
設楽
小寺
佐瀬
大木
堀口

ＣＡＲＤ
氏

名

月

靖彦 会員
正行、石橋菊太郎、佐瀬 和年、諸岡 靖彦、佐藤 英雄
真澄、齊藤三智夫、神﨑 誠、平山 秀樹 各会員
和年、深堀 伸之、飯田 正雄、吉田 稔、南日 隆男
健弥、佐久間 高直、神﨑 誠、菊地 貴 各会員
路加 会員

日

ク ラ ブ 名

9 月 22 日

地区 RLI 推進委員会

10 月 4 日

RLI パートⅠ

10 月 7 日

親睦委員会

10 月 13 日

富里ロータリークラブ

堀口 路加 会員

10 月 16 日

堀口 路加 会員

10 月 17 日

堀口 路加 会員

10 月 22 日

船橋西ロータリークラブ
ガバナー補佐・地区委員長連絡
会議
地区米山記念奨学委員会

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

