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田中　和俊

イマジンロータリー！。本日はガバナー
公式訪問です。山ノ内文治ガバナー、鹿児
島ロータリークラブ谷口様、ようこそい
らっしゃいました。宮内秀人ガバナー補佐
も先週から引き続き、ありがとうございま
す。鹿児島中央ロータリークラブ会員一同、今日の日を
心待ちにしておりました。本日は、よろしくお願い致し
ます。
今日はガバナーの前でおこがましいのですが、「クラ
ブ」と「ロータリアン」についてお話します。もちろん
「ロータリークラブに入ろう！」からのご紹介です。ク
ラブという言葉は、文豪ウイリアム・シャイクスピアに
よって造られた言葉だと言われています（※諸説あると
思いますが）。今から４世紀ほど前、当時１８歳の文豪
の卵は毎日の放蕩生活のなか、村の領主に命ぜられて年
上の女性と結婚させられました。その後、彼はロンドン
に逃亡して戯曲家として有名になりますが、有名になれ
ばなるほど周囲に人が群れてきて好きなお酒もおちおち
飲めなくなりました。たまりかねた文豪は、居酒屋の主
人に断って奥の１室を借りて、本当の友人だけを招いた
集いの部屋を設けました。そこで「同好の諸君、明日も
ここに集まろう。古代エジプトのコプト語をヒントにし
て、われらの集いをクラブと命名する」と宣言しました。
こうして「気のおけない同好者の集い」を意味する言葉、
「クラブ」が誕生しました。
ロータリーもクラブと呼んでいます。ロータリーのス

ピリッツを共有する気のおけない仲間たちの集いだとい
うことです。因みにロータリーは、例会を会員各自の事
業所で順番に開いたことからつけられたものです。ロー
タリークラブができて間もないころ、アメリカの新聞記
者がポールハリスに取材をして、おもしろい記事を書き
ました。それは「最近、巷に変な団体ができた。彼が組
織した団体は奇妙なことに、会員はその団体から何も得
ないどころか、善を行うという特権を手にするために会
費まで払うのである」というものでした。ここにロータ
リーの真骨頂があると書いてあります。費用対効果を考
えると決して割のいいものではないと思います。もちろ
ん私もロータリーの仲間からお仕事をいただいています
が、それがなくても生きてはいけます。一体我々はロー
タリーのどこに惹きつけられているのでしょうか。ロー
タリーの魅力は、ロータリーによって人生の目的を知る
ことができるからだという方がいます。私もそう思いま
す。では人生の目的は何か。新渡戸稲造さんが言うには
「品格の形成」、仏教・真言宗の教えは「心を磨くこと」、
稲盛和夫さんは「心を磨き、魂を高めること」と著書の
中でおっしゃっているそうです。ロータリーではこれら
の自分磨きができると思います。そこが単なる異業種交
流会とは違う点だと思います。「ロータリアンは、ロー
タリーをただ知るだけではなくロータリーを好きにな
り、さらにはロータリーを楽しむまでに至ってこそ本物
になれる」とあります。そしてロータリー精神とは「私
たちは社会において善良でなければならない」「自分の
有利に振舞わない、他人を大切にする」です。これから
も肝に銘じて生きていきたいと思います。
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ゲスト卓話「かごしまにある 3 つのジオパーク」
NPO 法人かごしま探検の会代表理事　東川　隆太郎 様

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：5・6
ビジター紹介：第 2730 地区ガバナー　
　　　　　　　　　　　　　山ノ内文治様（鹿児島RC）
　　　　　　　鹿児島RC会長エレクト　
　　　　　　　　　　　　　谷口　　学様（鹿児島RC）
　　　　　　　鹿児島市内Bグループガバナー補佐　
　　　　　　　　　　　　　宮内　秀人様（鹿児島北RC）
バナー贈呈：�山ノ内ガバナー、宮内ガバナー補佐へ、バナー

贈呈。
結婚御祝：鈴木　健君ご子息　　
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」　　
会長の時間：会長　田中　和俊君
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　　
　①週報　
　②大嵩禮造（おおたけれいぞう）へのオマージュ展チラシ
　③RCCカレンダー
２�）鹿児島大学アカデミーRCより特別例会のご案内
　�　かつて大虐殺が行われたアフリカ大陸のルワンダで、平
和と和解の実現を目指して活動されている佐々木和之（さ
さきかずゆき）氏の一時帰鹿報告会を開催いたします。
　　日時：11 月４日 13：00 ～ 14：30　
　　場所：�鹿児島大学学生交流プラザ２F交流ホール（稲盛

記念会館向かい）
　　参加費・ビジター費：不要　（食事はございません）
　�　参加希望の方は、10 月 28 日（金）までに事務局までご

連絡ください。
　　詳細は、掲示板をご確認ください。
３）本日ラウンドテーブル　18：30 ～　
　　於：ごはんのじかん inatome　担当：広報雑誌 IT委員会
４）次週　10/31（月）例会プログラム　
ゲスト卓話＝NPO法人かごしま探検の会代表理事　
　　　　　　　東川隆太郎（ひがしかわ　りゅうたろう）様
　　　　　　テーマ「かごしまにある３つのジオパーク」
出席報告：出席委員会　　
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：「ガバナーアドレス」
　　　第 2730 地区ガバナー　山ノ内　文治　君
※クラブフォーラム
１）発表①�クラブの奉仕への取り組み状況と意識について

　　　高岡　和也君
　　　　②�クラブの強みと弱み（クラブが抱えている問題）について

栫　浩多郎君
２）ガバナーコメント・総評　　ガバナー　山ノ内　文治君

次回例会　令和４年11月７日（月）

会員卓話「新入会員自己紹介」
宮里　幸彦　君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2063回例会 54名 35名 70.00%
前々回（10月3日）の補正 54名 39名 75.00%
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本日の曲目：イマジン・巡り合い・トロイメライ� 演奏：入来慶子

●田中　和俊君・松元　まや君／山ノ内文治ガバナー、
鹿児島ロータリークラブ谷口学様、宮内秀人ガバナー補
佐の公式訪問を心から歓迎いたします。本日はよろしく
お願い致します。

●海江田　順三郎君／山ノ内文治ガバナーご一行の公式
ご訪問を心より感謝申し上げます。
●福留　幸一郎君／山ノ内文治ガバナーご一行様、公式
訪問を親睦委員会も心より歓迎いたします。本日はよろ
しくお願い申し上げます。

10月25日のスマイル　小計 7,000円　2022〜2023年度　累計 275,131円

地域社会の経済発展月間
／米山月間10月クラブフォーラム発表クラブフォーラム発表
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ガバナーアドレス
国際ロータリー第 2730 地区　山ノ内文治ガバナー

2022 － 2023 年度国際ロータリー会長
ジェニファー・ジョーンズ氏は、当年度
のテーマを IMAGINE　ROTARYとしてい
ます。「想像してください、私達がベスト
を尽くせる世界を」会員の積極的な参加

を促すために、ロータリーには「適応と改革」が必要だ
とジョーンズさんは述べています。ロータリーも変革を
受入れ、各会員の参加を促すための適切な部品を見つけ
る事、言い換えれば会員が積極的に参加し、やりがいの
ある責任を会員に与えることが必要だとジェニファー・
ジョーンズ会長は言っています。
「私たちは今、果敢に、目的意識をもって行動し、リー

ダーシップを発揮できるかどうかが問われています。」

2023 年までにロータリー会員基盤の 30％を女性にす
るという RI 理事会の目標達成のリミットが迫っている
ことにも触れ、110 ヵ国以上で既にこの目標が達成され
てはいるものの、世界全体での達成には程遠いとジョー
ンズ氏はいいます。2730地区での女性会員比率は現在10％
程度です。女性会員を増加させて頂きたいと思います。

ロータリーが行ってきた奉仕活動に光を当てる。

いま世界は持続可能な環境・水と効果的な衛生設備、
より充実した経済、質の高いヘルスケアへのアクセス、
より多くの教育機会の実現をとメディアも政府も言っ
ていますが、これは私達ロータリーが長年重点的に取
り組んできたテーマです。特に 30 年以上もの間、私達
はポリオのない世界を想像してきました。こうしたロー
タリーの奉仕を世界に示すプロジェクトに光を当ててい
きます。世界各地を訪問する中では異なるメディアへの
アプローチを行い、またいくつかの訪問では世界的な
ジャーナリストに同行してもらいロータリーのストー
リーを伝えてもらいます。
私達には皆、夢があります。その実現のために行動す
るかどうかを決めるのは私達です。ロータリーのような
団体がポリオの根絶や平和の実現といった大きな夢を抱
くなら、「それを実現させる責任は自分たちにある」と
して最後にこの言葉で締めくくります。
「昨日のことをイマジン（想像）する人はいません。

それは未来を描くことです。」

次に地区の基本方針・活動計画を少しお話しします。
地区テーマは

「知力を高め　未来へ繋げ　多様性あるロータリークラ

ブの実現に」にしました。

今まさにロータリーの転換期にあたり、原点に立ち返
りロータリーを学び、ジェニファー・ジョーンズ会長の
方針である多様性を認める社会の実現に向けて、未来の
ロータリアンに夢を繋ぐという思いを込めて地区テーマ
にしました。
さて、日本のロータリー 100 周年ビジョン策定委員会
は「日本のロータリークラブを元気にするには何が必要
か」の提言の 1番に元気なクラブづくりをあげています。
国際ロータリーは 2004 年 11 月にクラブ活性化に向けて
CLP（クラブリーダーシッププラン）を決議しましたが、
日本のロータリークラブは、従来の 4大奉仕部門に基づ
く委員会構成と大きく変更されていたことへの反発があ
り、導入に慎重になったり、遅れたりするクラブもあり
ました。201 ６年の規定審議会では、今までの例会や職
業奉仕を重視してきたロータリー活動から、例会開催や
職業分類もクラブの自主性に任せるという日本のロータ
リー運動とは考えが違う方向に変わりました。私の入会
時には地域の職業人が集まり、切磋琢磨して仕事を通じ
て、世の中に貢献するのがロータリーの基本と教わりま
した。この素晴らしいロータリー運動も 21 世紀を迎え
た頃から少しずつ変化が見えてきました。アメリカやカ
ナダ、日本などロータリー先進国でも会員数が減少し、
その活動も次第に人道的なボランティア活動が強調され
るようになってきました。会員資格・職業分類制度・例
会の月４回開催といった初期のロータリーの原理原則ま
でも大きく変化してきました。ロータリーはこれで良い
のかと言うベテランロータリアンもいます。とは言いな
がらも、私は国際ロータリーの地区内に一人しかいない
役員です。変化しつつある国際ロータリーの考えを、しっ
かりと会員の皆様に伝えて 2730 地区全ロータリークラ
ブの発展に努めていきたいと思います。
現在 CLP に基づく委員会構成は定着してきましたが、
CLPに基づくクラブ活性化に向けての行動計画（戦略計
画）を達成し実践されているクラブは少ないように思い
ます。当地区でもクラブ活性化にむけて地区の戦略委員
会を中心に、クラブの長期計画、クラブ内に戦略委員会
設置を奨励するなどの計画を実施してきました。いまだ
計画の実践や、年度ごとの進捗状況のチェック、見直し
などに取り組んでいるクラブは多くないと思います。
改めて地区の行動計画を見ますと、主なものは次の通
りです。
・クラブ戦略計画の立案と実行を推奨する
・�ポリオ根絶活動においてロータリーが果たしている
役割を広く伝える
・�地区財団活動資金を活用することで、地域社会及び
海外でのプロジェクトを増やす
・ロータリー財団や米山奨学会への寄付を増やす
・既存会員を維持し、新入会員の入会を促進する
・新しいクラブを結成する

・女性会員や 40 歳未満の若い会員の増加を図る
・�クラブや地区リーダー育成のため、RLI 研修への参
加を促す
・�メディアとの関係を強化し、ロータリーとその活動
を広報する。
・�地区委員会組織、委員構成の見直しにより、地区運
営の最適化を図る
この地区の行動計画をベースに、最近の地区の動きに
沿い乍ら今年度の地区の活動計画を定めました。
その主なものは次の通りです。
１，�Ｒ I 会長テーマ「イマジンロータリー」の推進
　�「想像してください、私達がベストを尽くせる世界を」
　会員全てが積極的に参加し、やりがいのあるロータ
リーライフを与えるよう努める
２，�会員基盤の強化とクラブの拡大
　既存クラブの会員増強と新クラブの設立特に女性会
員の比率向上を目指す。
３，ロータリー財団への寄付推進
　補助金を活用した奉仕プロジェクトを実施するた
め、寄付募金活動を推進する。
４，ポリオ根絶への寄付の推進
　世界に約束したポリオ根絶を達成するための寄付推
進。
５，米山記念奨学会への寄付の推進
　日本と世界の架け橋となりロータリーの理想とする
国際平和の創造と維持に貢献する外国人留学生を育て
るための寄付の推進。
６，青少年育成の推進
　・�インターアクト、ローターアクトの会員の拡大を支
援し、それぞれの奉仕活動をサポートする。

　・�ライラの活動をコロナ前に戻して、青少年指導者の
育成に努める。

７，公共イメージ向上の推進
　ロータリー活動を広くマスメディアに公開し、ロー
タリーの認知度を高める。
　特にポリオ撲滅に対してのロータリーの貢献度を広
報する。
８，クラブ奉仕部門の活動支援
　クラブ例会や地区の諸行事は昨年から今年にかけて
のコロナ過で一変しました。緊急事態宣言下において
例会を休会にするクラブも多かったですが、次第に
ZOOMやハイブリッド型で開催するクラブも増加し
てきました。アフターコロナ下において何らかのルー
ル作りを検討していく。
９，ロータリー奉仕デー及び IMの実施
　ロータリアンだけの奉仕活動ではなく、ローターア
クト、インターアクト、会員家族、会員企業従業員ま
でを巻き込んだロータリー奉仕デーを開催する。
　IMもロータリー広報の一環として、グループ単位

又は連合で開催する。
10，地区運営マニュアルの活用促進
　2730 地区では風呂井ガバナー年度に地区の運営マ
ニュアルを制定し、各クラブにも配布しています。地
区の運営にも機能しており各クラブの皆様にも充分読
み込んで頂き、地区の在り方にも関心を持って頂きた
いと思います。
最後に地区で取組みたいのが、ジェニファー・ジョー
ンズ会長が最も力を入れている「ＤＥＩ」です。DEI は
2019 年 1 月の RI 理事会で決定され
ダイバーシティ（多様性）　エクイティ（公平性）そ
してインクルージョン（包みこむ）
それぞれの頭文字をとったものです。ロータリーは多
様性を尊重し、年齢、民族性、人種、肌の色、能力、宗教、
性別志向、どんなバックグランドの人々の貢献も称え会
員として受け入れます。
ロータリーの最優先事項は会員基盤の成長と多様化に
よって地域社会をより良く反映したクラブをつくり、あ
らゆる文化、経験、アイデンティティの人の参加を促す
ことです。ロータリーはさまざまな人が参加できる開放
的な組織、すべての人に公平で、善意を築き、社会に役
立つ組織作りです。この目標を実現するため、RI 理事
会は、多様性、公平さ、包摂さに関する声明を採択しま
した。
地区での取り組みとしまして
1，�各クラブの自発的な女性会員増加の数値目標を戦略
計画に求め、女性リーダーを地区委員にも出向させ
る環境づくりも推進します。女性会員比率　今年度
地区目標１２％　（参考 2022 年 4 月末 9.7％）

２，�地区内にDEI の委員会を立ち上げます。
３，�多様性や、公平性に詳しい専門家を招き、勉強会を
実施します。
最後に、ロータリー日本財団理事長の千玄室さんは
Ｒ I 理事を務め、京都ロータリークラブに 66 年も皆勤
出席しているロータリアンであり、茶道裏千家の大宗匠
でもあります。99 歳の今も元気に活動しています。千さ
んは、ロータリーの意義はと聞かれ「友を作り、奉仕し、
国際的な視野を身に着けること」と説いています。ロー
タリーを簡単にいえば、自分を磨き、人を育て、時には
慈善行為、ボランティア活動を行う世界的な団体です。
いまロータリーは多様性を認め、柔軟なクラブ活動を
容認する方向に大きく変換しようとしています。私はこ
ういう時代の流れを否定はしませんが、日本のロータ
リー運動の創始者米山梅吉氏が訳した「奉仕の理想」を
理解し、決議 23 － 34「最もよく奉仕する者、最も多く
報われる」を今一度噛みしめ、ロータリーの良さやアイ
デンティティを確認していきたいと思います。


