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前回例会出席率

田中　和俊

イマジンロータリー！。先週は鹿児島市
内ロータリークラブの例会のしかたについ
てのお話でした。今週はロータリーの例会
の歴史についてお話します。ロータリーク
ラブの名称は、会員の職場を巡回しながら
会を開くことに由来します。そのクラブ例会に参加する
人は、「巡回者」になるわけですが、なんか変な日本語
になるので、ロータリアンのまま用語として使われてい
ます。

シカゴロータリークラブの第１回例会は、1905 年２月
23 日にレストランで夕食を取った後、鉱山技師の事務
所に４人が集まりました。第２回目は３月９日、７人が
ポール・ハリス弁護士の事務所で、第３回目は３月 23 日、
８人が石炭置き場に集まりました。その後、洋服店、不
動産事務所、印刷所と持ち回りで開催しました。以上の
６回まではローテーションが機能していました。第７回
目からはホテルに会場を移しました。当時はすべて夜例
会でした。

あるとき保険業のチャールズ・ニュートンが例会に遅
れました。早速、50 セントの罰金を払えとなったらしい
のですが、ニュートンは食事に時間がかかったとの理由

で支払いを拒否しました。これがきっかけとなり、侃々
諤々（かんかんがくがく）の話し合いがなされました。
最終的には、ニュートンの提案で、全員レストランで食
事を済ませた後、各事業所持ち回りで例会をするように
なったそうです。さらにレストランで食事と例会を一緒
にするようになり、会員数が多くなるとレストランでは
入らなくなり、ホテルに移動したようです。ちなみにシ
カゴロータリークラブの会員数は、1905 年末が 30 人、
1907 年が 87 人、1909 年は 300 人となり、事実上持ち回
りは不可能になりました。昼例会が定着したのもこのこ
ろで、チャールズ・ニュートンの提案だったようです。
このチャールズ・ニュートンは面白い人で、クラブ定款
をポール・ハリスらとともに作った人で、クラブのルー
ルを厳しく守った人でした。クラブ内の会員相互のトラ
ブルを調停したり、会費等の納入期限には厳しい人だっ
たようです。また 200 人以上いた会員のうちロータリー
精神に合わない人 100 人を一度に退会させたエピソード
も残っています。仕事もやり手で、会員 200 人のうち
180 人を保険に加入させたそうです。各種委員会活動も
熱心でしたが、会長就任だけは拒み続け、会員歴 18 年
目に当たる 1923 年にやっと引き受けました。逆に今更
感があってめんどくさそうですけど、すごいロータリア
ンが居たものだと思います。

令和４年11月21日　第2067回例会
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ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊 君
会務報告：会長　田中　和俊君
１）本日の配布　①週報　　
２） 年次総会一ヶ月前になりました。クラブ細則第 3 条第 1

節の規定により、12/12（月）の年次総会において理事
役員の発表をお願いします。

３）忘年家族会のご案内（11/10FAX 済み）
　 　令和 4 年 12 月 3 日（日）18：30 ～　於：サンロイヤルホテル
　※ 出欠回答を 11/18（金）までに事務局宛て FAX にてお

知らせ下さい。
　　景品のご提供も大歓迎です！
４）新春合同例会のご案内（11/14FAX 済み）
　 　令和 5 年 1 月 16 日（月）12：30 ～ 13：30　サンロイヤ

ルホテル
　※ 出欠回答を 11 月 22 日（火）までに事務局宛て FAX に

てお知らせ下さい。
５ ）来年 1 月 30 日予定の職業奉仕賞授賞式について、候補

者推薦用紙を FAX しております。

　 　適格者がおられましたらご記入の上、11 月 25 日（金）
までに事務局まで FAX にてご連絡ください。

６）2023 年国際ロータリー年次大会ご案内
　 　令和 5 年 5 月 27 日 ( 土）～ 31 日（水）　オーストラリ

アメルボルン
　　大会登録申し込み締切　12 月 8 日 ( 木）
７）次週　11/21（月）例会プログラム　
　　ロータリー財団フォーラム　　
出席報告：出席委員会 　連続出席表彰→加島　繁君（７年）
スマイルボックス：親睦委員会
クラブ協議会「地区大会報告」
高岡　和也君、宮脇　謙舟君、濵上　友美君

次回例会　令和４年 11 月 28 日（月）

ゲスト卓話「ANAのコロナとの闘いと地方創生」
全日本空輸㈱鹿児島支店支店長　藤㟢　美保  様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2066回例会 54名 29名 55.77%

前々回（10月31日）の補正 54名 38名 73.77%
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本日の曲目：イマジン・もみじ・君と旅立とう 演奏：入来慶子

●海江田　順三郎君／私のクラブ会長年度では会員の努力で５
部門の地区表彰を受賞しましたが当時最高の RI 会長賞には手
が届きませんでした。今回加島年度からスタートした新クラブ
創立などで橋元年度で最高のロータリー賞を当クラブで初めて
受賞し嬉しく存じました。

●海江田　順三郎君／今回の地区年次大会の参加に往復とも田
中会長の車に便乗させていただきましたので御礼のスマイルを
させて頂きます。
●加島　繁君／突然の連続出席表彰実感がわきませんがありが
とうございます。これからも月曜日は仕事を入れずに出席しま
す。

11月14日のスマイル　小計 8,000円　2022〜2023年度　累計 321,001円

R財団月間11月

クラブ協議会「地区大会報告」クラブ協議会「地区大会報告」

田中　和俊

　今回の地区大会はこれまで 10 回以上は
参加している私の中でも一番印象に残る
大会でした。もちろん地元鹿児島での開
催というのもありますし、自分が会長とい
うのもあるでしょう。しかしながら鹿児

島市内グループからガバナーが出るのは私が入会してか
らは４回目ですし、宮崎市、都城市、鹿屋市、指宿市と
それぞれ印象に残っています。でもやはり今回は特別な
ものでした。ひとつは最近の風潮である著名人による記

念講演の講師が、またロータリアンに戻ったということ
であります。以前は地区大会の記念講演はロータリアン
が講師を務めていたと記憶していますが、鹿屋で開催さ
れたときにミズノの会長が講演されました。東京ロータ
リークラブ所属のロータリアンであり、パストガバナー
でいらしたのですが、内容はロータリークラブのことで
はなかったと記憶しています。それ以降、マラソンの有
森裕子さん、元アナウンサーの河野景子さん、昨年の元
大阪市長の橋下徹さんなどと有名人が続きました。今回
は RI 研修リーダーの四宮孝郎（しのみやたかお）様の
講演でした。演題は「ロータリーにとっての DEI」です。
とてもわかりやすくスマートに DEI をご教授いただき
ました。多様性、公平性、インクルージョン。多様性は
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わかるような気がします。公平性は平等とはちがうこと。
インクルージョンは最初は開放性と訳されていました。
次に包摂性。でもなんとなくニュアンスが違うとのこと
で最近は、そのままインクルージョンと訳されているよ
うです。四宮様は、受容と理解しているとおっしゃって
いました。2030 年までに、年齢・性別・障害・人種・民
族・出自・宗教・経済的地位・その他の状況に関わりな
く、すべての人々のエンパワメント（自主性）及び社会
的・経済的及び政治的な包含を促進する。誰一人置き去
りにしないということでした。具体例としてアメリカの
ゲイのロータリアンと南アフリカの盲目のロータリアン
のお話もされました。ジェニファー・ジョーンズ会長は
現在 55 歳だそうです。これまでの RI 会長はあまりご自
分の年齢を公開されてこなかったそうですが、DEI の考
えからあえて公開されたそうです。42 歳のときに乳がん
になり放射線治療のため、髪の毛はぬけてしまったそう
です。2010 年の国際協議会で講演することが決まって
いたジョーンズさんは、出演することを迷ったそうです
が、「私を必要としてくれる人がいる。自分には価値が
あって、貢献することも参加することもできる」と考え、
講義をしました。日本のロータリークラブの最大の問題
は会員減少です。世界は増えているのです。そして女性
会員の比率が低いこと。日本は 7.4％です。世界は 25％
です。実は２７３０地区は、日本の地区の中では４番目
に女性比率が高いのです。それでも 9.89％。１位は神奈
川西部２７８０地区の 12.55％、２位は東京 2750 地区の
12.31％。３位は青森 2830 地区の 9.93％となっています。
ロータリークラブの魅力とは、様々な業種の方と会うこ
とができる。奉仕により感動を得ることができる。年齢
に関係なく一生涯の友ができる。ことだそうです。最後
に一生働いてロータリー活動をして 100 歳まで生きるこ
とを目標にしていきたいとおっしゃっていました。
　また、今回の RI 会長代理は第 2690 地区のパストガバ
ナーである松本祐二様でした。これまでも RI 会長代理
は日本人のロータリアンということもありましたが、韓
国や中国から来られていることも多く、正直に申し上げ
て言葉がわからず通訳や原稿が地区大会資料に掲載さ
れており、形式的なご挨拶であったというイメージで
した。今回は、「ガバナー補佐、地区部門長、クラブ会
長・幹事合同協議会」後の「地区指導者育成セミナー」
での「行動人は幸せになる」という演題での講義、それ
から第１本会議での RI 会長代理アドレスでは、とても
わかりやすくご講義いただきました。内科医であり祖父
も父親もロータリアンという松本様はロータリーに入っ
て楽しく活動していたものの、地域に病院がないことも
あり忙しくて例会を休んでいたらしいです。そうしたら
当時の会長に出席率が下がるから辞めてくれと。辞めた

らやっぱりロータリーが忘れられずにまた再入会を申し
出たところ、みなさん大歓迎してくれたらしいです。ポ
リオプラスへの活動はドクターというだけでなく、昔飲
んだ脱脂粉乳の缶にかいてあった Unicef のロゴの意味
が分かってからユニセフへの恩返しのつもりだともおっ
しゃってました。ロータリーは「ハイかイエスか喜んで」
でしたが最近では「待ってました」もつけるそうです。
これには驚きましたが。ここで初めて知ったのですが、
1989 ～ 1990 年の RI 会長のヒュー・アーチャー会長の
テーマが「ロータリーを楽しもう」だったらしいです。

「EnjoyRotary」ですね。
　お二人の共通点は、ロータリー大好き、わかりやすい、
ロータリーにいれば幸せになれると信じているいうこと
でした。そしてカッコよかったです。演題でマイクの前
で話すのではなく、ピンマイクで舞台を自由に動きなが
ら身振り手振りで話をしていくんです。まるで Mac や
iPhone のアップル社の創業者であるスティーブ・ジョブ
ズみたいなんです。これには鹿児島ロータリークラブの
中野会長とも、今度やってみたいねと話してました。私
と松元さんは勇気をふりしぼってお二人とライン交換や
記念写真をお願いして、すっかり仲良くなりました。
　私は金曜日の RI 会長代理歓迎晩餐会からの参加でし
たが、晩餐会でも昨年度の地区幹事の吉原さんや宮崎ア
カデミーロータリークラブの勢井さん、宮内ガバナー補
佐と同じテーブルで楽しい時間を過ごしました。２日目
には池ノ上克（いけのうえつよむ）ガバナーエレクトと
またお話することができました。先日のＲＬＩ研修で、
私が進行役を務めたセッションに参加されたのでその時
もお話できたのですが、物腰も柔らかく、誰に対しても
丁寧にお話しされます。鹿児島出身で鹿児島大学医学部
出身、ロータリー財団奨学生アメリカ留学され、鹿児島
市立病院産婦人科部長、五つ子ちゃんを取り上げたドク
ターで、宮崎大学でも学長まで勤められたお人柄も素晴
らしい方です。一度お会いして私も大ファンになりまし
た。次年度も楽しくなりますね。
　３日目は、各種表彰式でわが鹿児島中央ロータリーク
ラブは、ロータリー賞を受賞しました。前年度の橋元会
長、下村幹事のご努力のおかげです。ありがとうござい
ます。宇都さんもガバナー補佐として地区功労賞を受け
られました。青少年活動報告の中で、学友会会長として、
元鹿児島中央ローターアクトクラブのキムナムスさん
が、学友会の活動報告をされましたが、さすがキムさん
という楽しい報告でした。個人的にいつも思うのですが、
キムさんは我々ロータリアンが喜ぶツボをわかっていま
すよね。
　ということで楽しく充実した地区大会は大成功でし
た。ホストクラブの鹿児島ロータリークラブはとても大

変だったとは思いますが、今頃はホッとするとともに成
功を喜んでいらっしゃると思います。参加してくだった
方々ありがとうございました。川路さんや安部さんには、
受付等お手伝いいただき感謝しております。ありがとう
ございました。

　高岡　和也

　地区大会は、11/11（金）～ 11/13（日）
の 3 日間で開催されました。
　私は、第 2 日目の第 1 本会議に参加しま
したのでそちらのご報告をいたします。

① オープニングセレモニー：アロハルミコスタジオによ
るフラダンスのショー

　大隅半島を中心に活動されており、本格的で華やかな
フラを堪能させて頂きました。
② ＲＩ会長代理の松本裕二さま、来賓入場、山ノ内ガバ

ナーによる点鐘・開会宣言
③ ゲスト国である韓国・台湾の国家斉唱、日本国家斉唱、

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱。
　地区大会でも、会の進行は中央ＲＣの例会と同じでし
た。
④ 来賓紹介、ガバナー補佐、2730 地区の各クラブ紹介。
　紹介では、司会者がクラブ名と本日の出席者の人数を
読み上げ、そのクラブの参加者が全員で『ハイ！』と手
を挙げて起立し、アピールするのが恒例です。わが中央
クラブは毎例会で練習してきた『イマジンロータリー！』
と大きな声で返事をしアピールしました。うけていたか
は分かりませんが、少しだけでも爪痕はのこせたと思い
ます。
⑤ 祝辞：鹿児島県知事、鹿児島市長
⑥ 姉妹地区挨拶：韓国の第 3661 地区のリ・ソンベガバ

ナー、台湾の第 3482 地区の DG ルイスガバナー（ビ
デオメッセージ）

⑦ ガバナーアドレス
⑧ 松本裕二 RI 会長代理アドレス
　ジェニファー・ジョーンズ国際 RI 会長が掲げられた
RI テーマ「イマジンロータリー」についてのお話があ
りました。一番印象にのこっている部分は、ロータリー
クラブっていったいなんですか？なぜ、ロータリークラ
ブに入会し、いまもロータリアンなのですか？と聞かれ
たらなんと答えますか？という質問をされたときです。
奉仕をする団体であるという他に、ロータリークラブで
は毎週 1 回顔を合わせる不思議な会であると、それを継
続することが何か貴重なものを生むのではないかとおっ
しゃっていました。確かに、私も最初のうちはあまり気

が進まなかったロータリーですが、いつの間にかそれが
習慣となり皆さんと顔を合わせることが普通になってし
まいました。時が経つにつれて、年齢や性別も関係なく、
気兼ねなく付き合える本当の友人ができるのかもしれな
いと感じました。
⑨ 記念講演　RI 研修リーダー四宮孝郎様　演題「ロー

タリーにとっての DEI」
　D はダイバーシティ（多様性）E はイクイティ（公平
性）I はインクルージョン（許容）、その本質は、ロー
タリーは誰一人として置き去りにしない。ということを
おっしゃいました。
　お二人とも 70 前後の方ですがとてもかっこよくて
堂々とされておりオーラがありました。自分もいつかそ
んなオーラが発揮できるようになりたいなと思いまし
た。
⑩ 次年度地区大会 PR
　次年度は宮崎ＲＣから池ノ上ガバナーエレクトがガバ
ナーとなられます。ホストクラブは宮崎ＲＣです。
　
　18 時半からは、場所を城山ホテルにうつし地区創立
70 周年記念祝賀会が開催され、こちらも沢山のロータリ
アンと交流ができ大いに盛り上がりました。
　今回の地区大会は、私にとって気づきや学びが多く楽
しかったし勉強になり有意義な時間を過ごせませした。
ぜひ、次年度は宮崎開催にはなりますが、我がクラブか
らも多くの人が参加してロータリーを楽しんで頂きたい
と思いました。

濵上　友美

　国際ロータリー第 2730 地区 2022-2023
年度地区大会に出席しました。
　初めての出席でしたが、第 2730 地区内
68 ｸﾗﾌﾞから 1200 名弱の方が出席されてお
り出席者の多さに驚きました。ロビーには

飲み物やお菓子等のおもてなしの他に、中々目にするこ
との出来ないロータリーグッズの販売もあり、マッサー
ジチェアまで販売展示があったのには驚きました。
　第 2730 地区の 70 周年を記念した石碑を建てる計画も
あるそうで、1935 年にポールハリスが植えた月桂樹を株
分けしたものを宮崎県立劇場に植樹する計画もあるそう
です。この月桂樹は成長し株分け出来るようになったら
鹿児島に植樹する計画があるそうで成長が楽しみです。
　今回地区大会に参加して、ロータリーの魅力は年齢に
関係なく交友を深めることができ、中々出会うことの出
来ない業種の方々と出会えることだと改めて実感しまし
た。


