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四つのテスト

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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員で出席しました。また 10 分区と

して、５月に起こったスリランカの

水害の義捐金をスリランカ大使に直

接お渡しさせて頂きました。また、

本年度の奉仕プロジェクトのスロー

ガンは、「夢を語り、夢を実現させ

るために一歩踏み出そう。一歩踏み

出すと、クラブに感動と活力が湧き、

クラブに変化をもたらします。」と

言う事ですので皆さんで実行してい

きましょう。

　２０１８－２０１９年度の RI 会

長にバハマのニュープロビデンス島

のイーストナッソー・ロータリーク

ラブの所属するバリー・ラシン氏が

選出されました。対抗候補者がいな

い場合、９月１日に会長エレクトと

して宣言されます。　　　　　

　来週は、納涼例会です。初めての

試みで、オークビレッジ柏の葉で行

います。多くの方の参加をお願いし

ます。
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① �R 財団寄付者；鈴木桂三会員・金本元章会員・水野

晋治会員

※�マルチプルポール・ハリス・フェロー 8回目以上には

認証品の送付はありません

②�社会福祉法人柏市社会福祉協議会、特別会員会費 (1

万円 ) 納入をしました、お礼の書面を頂いております

③ �2017-18 年度、国際ロータリー出版物の注文書が届い

ています

　　皆さんこんにちは、本日は南

ロータリークラブの大内ガバナー補

佐、小高補佐幹事を交えて、９月１

日に行われます、ガバナー公式訪問

の予行練習のクラブ協議会を行いま

すので、皆様宜しくお願い致します。

　８月に入って１７日間連続雨と言

う 40 年以来の異常気象で色んな所

で影響が出てきているようですが、

皆さんの廻りではどうだったでしょ

うか。そんな中今年のお盆休みは

11 日の山の日から 16 日迄の６日間

と長いお盆休みが取れて、天気はさ

て置いてゆっくり出来たお盆休みが

取れたと思います。来週からは天気

も例年並みに成るようですので期待

しましょう。

　８月５日には、奉仕プロジェクト

委員会セミナーが千葉の三井サン

ガーデンホテルで行われ、駐日スリ

ランカ大使を交えてのセミナーが開

催され、私と中嶋幹事、松本ユミ会

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

第２００７回通常例会 (2017.8.18)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

会長：金子　正　幹事：中嶋　利生

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2017/

２００７回通常例会
1.�点　　鐘　金子　正　会長�

1.�会長挨拶　金子　正　会長

1.�幹事報告　中嶋利生　幹事

1. 卓　　話　大内　啓　　様

1.�点　　鐘　金子　正　会長

会 長 挨 拶
　　　　会長　金子　正

※�点鐘後第２回クラブ協議会を開催

しましたが、内容が９月１日に行

われるガバナー公式訪問の予行練

習であるため、発表内容は９月１

日の会報に掲載します。



卓 　 話   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第１０分区ガバナー補佐　大内　啓　様

 天候が悪い中、７月８月は地域の行事が多くて、あっ

という間に訪問の日になりました。

　いよいよ再来週は１０分区の先頭を切って公式訪問が

あります。今年度が始まるとすぐに金子会長からクラブ

活動計画書を頂きまして、隅から隅まで読ませて頂きま

した。結論を言いますと内容がすごいなと言う一言に尽

きます。金子会長の今年度の目標が「魅力ある楽しいク

ラブづくり」という事で、これに連動するかのように各

委員会がこれをテーマに作り上げた活動計画が載ってい

るわけであります。また、この活動計画書を見れば、こ

のクラブの歴史がきれいに網羅されていて、そしてこの

クラブは本当にまとまりのあるクラブだなという事を感

じました。そして最後にロータリーの用語集というのが

載せてあって、このクラブは平成２０年以降の会員さん

が半数の３０名位いらっしゃるという新しい会員さんの

多いクラブですが、このロータリー用語はロータリーを

知る上で非常に参考になるので、そのような配慮がすご

いと思いました。

　私が特にすごいなと思ったのは１１番目に社会奉仕に

関する新声明で、決議９２－２８６を載せている事で

す。と申しますのも、私が３０年くらい前にロータリー

に入った頃の話ですが、その時はどのような議論が盛ん

に行われていたかといいますと、「I�serve,We�serve.」そ

ればっかりでございました。そして、私は先輩から「ロー

タリーは I�serve ～個人奉仕だから、団体奉仕にはあま

り一生懸命にならなくてもいいよ」という話をされた記

憶がございます。ただその時私が思ったのは、そうなの

かな？じゃあ米山はどうなるのかな？あと人道的奉仕で

災害に義援金を出すのは団体奉仕じゃないんだろうかと

いう事は、いつも頭の中に疑問として残っていましたが、

だんだん I�serve という話をする事がなくなってきまし

て、頭から消えておりました。

　ところが、２００９－２０１０年にこのクラブから中

村さんがガバナーになった時に、私はガバナーを助け

るために地区幹事の一員をさせて頂きました。その時、

２００４年に CLP（クラブリーダーシッププラン）の

導入というのが起きました。これは将来的にロータリー

活動を活発にしてくにはクラブの編成を委員会で変え

て、活気あるクラブづくりをしようというＲＩの推奨が

あったわけです。ですがこの話は歴代ガバナーから話に

は聞いていたのですが、CLP に踏み込むことは誰もし

ていなかったのです。ところが、中村ガバナーはそれを

してしまっているんですね。その時にすごく大きな混乱

が起きました。それは地区協議会の時に会長部会で、今

までのクラブは職業奉仕、クラブ奉仕、社会奉仕、国際

奉仕、この４大奉仕でクラブの活動の編成を作っていた

わけです。ところが今度は CLP はそうではなくて、活

動計画書の１０ページにあるような組織に CLP は変え

たわけです。変えた理由はクラブを活性化するにはこれ

がいいだろうという事で変えたのです。これを中村ガバ

ナーは一気に導入したわけです。そうしますとここの奉

仕プロジェクト委員会に職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕

が入ってしまって、なんだか職業奉仕を軽んじているの

ではないかという意見がありまして、非常な混乱を起こ

したわけでございます。その時にまた「I�serve」という

話をする人も出てきて、その時に職業奉仕と I�serve は

そういう関係なのかとなんとなく分かったというような

気がします。

　それで、先程、例会の最初にロータリーの目的につい

てのお話になりました。これは目的の下に付記という注

意書きが付いています。ここではクラブ活動計画書に

ロータリーの目的というのがありますが、これの一番下

に付記というのがありまして、そこにはどう書いてある

かといいますと、「ロータリーの目的の４つの項目は、



等しく重要な意味を持ち、また同時に行動起こさなけれ

ばならないという事でRI 理事会の意見は一致した」と、

これはロータリー章典の２６０２０に載っています。要

するに、これのどれが大事というわけではなく、全部を

やらなければいけないという事です。これは非常に大切

な話でありまして、要するに現代のロータリー活動は、

単独の活動では効果がない、お互いに連携しあって機

能的に活動すべきであるという事を強調している文章

であります。これはやはり必要な事項だと思います。

　そして RI の戦略計画においても、クラブが自主的に

柔軟に継続的な広い視野を持って活動すべきである事

を奨励しています。そして２０１１年の規定審議会で

は、あらゆる規制を外しました。これは何かというと、

多様性と言いますか、色々な人の意見を、寛容の精神を

持って聞き取って、そしてその中から創造していきなさ

いという事を謳ってそのような内容にしたと思います。

そして、私はこのクラブでこのロータリーの目的を一

番最初に話された時にハッとしまして、それでいやぁ、

やっぱりすごいクラブだなと思いました。

　あまりこういう話をしてしまいますと、後で総評の時

に言うことが無くなってしまうかもしれませんが、た

だ私はロータリーの情報というものを、常にキャッチ

して今どういう状態なのか、また日本のロータリーが

どういう所に問題があって、今後どうしなければなら

ないかという事は常に検討しなければならない問題だ

ろうと思います。

　もう１つは皆さん聞いているかと思いますが、

２７９０地区は今度第２ゾーンに編入されるという話

が出ています。これはどういう意味かと申しますと、

ゾーンというのは、世界のロータリー１２２万人を３４

に人数割りすると、だいたい３万５～６千人になります

が、その中から一人 RI の理事を選任するというだけの

ブロックで、国境とかは全く関係ありません。ところ

が日本は今まで１・２・３というゾーンを頂いていた

わけです。しかし日本のロータリアンは８万人余りし

かいませんから、単純に計算すると３ゾーン貰えない

わけです。しかし日本のロータリアンはお金いっぱい

出しますから今まで３ゾーン頂いていたわけです。つ

まり日本のロータリーはこれまで３つのゾーンを作って

いて、その３つのゾーンを日本人だけで運営する事が可

能でした。ところが、今度１月の RI の理事会で見直し

がありまして、日本は 2.5 ゾーンになりました。そして

その１ゾーンは北海道から東北、関東、新潟まででロー

タリーの理事を選任していましたが、今度はそこが半分

にされて、千葉は東京と同じ第２ゾーンに編入になり、

第１ゾーンの足りない部分には外国が入ってきます。こ

の外国がちょっと驚く外国で、パキスタン・バングラデ

シュ・インドネシアのクラブが第１ゾーンに入ってきま

す。これがいい事か悪い事かは色々ですけれど、今まで

ロータリーの事を人本陣だけで考えてきた所に、今度は

我々と全く考えの違う人たちが第１ゾーンに入ってきま

すので、今度そこからまた日本のロータリーはこれでい

いのかなという考えが進歩するかもしれないし、また、

逆に言えば理事が一人減ってしまうわけですから、日本

の理事は RI の決め事の１７分の２だったり１だったり

したわけです。それが今度は少なくなってしまって、常

に１７分の１になるという可能性もあるので、そういう

所では大変かなという気もしますが、しかし、前向きに

見れば今まで日本人でしか考えてなかったロータリーの

知識が、我々と全く考え方の違う所から新しい意見が

入ってくるという事で更に日本のロータリーが発展する

のかなというような、前向きな考えもあります。

　ただ、我々の奉仕というのは何だとかいう事ですが、

ロータリーの友の１月号に前橋ロータリークラブの本田

パストガバナーの職業奉仕についてのお話があります。

これは読まれた方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひ

ロータリーの友の１月号を引っ張り出して、この方がど

ういう事を話しているのか、ぜひ呼んで頂きたいと思い

ます。全く我々が今まで言いたいけれども言えなかった、

また、このような考え方もあるんだという事を思わせる、

ハッとさせる記事ですので、多分この意見が主流になっ

てくるだろうと思いますので、ぜひ本田パストガバナー

のお話を読んで頂きたいと思います。簡単でございます

が、以上でお話を終わらせて頂きます。ありがとうござ

いました。



次回の例会は8月25日 ( 金 ) 夜間納涼例会です。
クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。
　クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

ゲスト
大内　啓（第１０分区ガバナー補佐）　　　　　　　　　　様

小髙　潔（第１０分区ガバナー補佐幹事）　　　　　　　　様

出席報告

　　　　　　　６４名

　　　　　　　１７名

秋元、江口、長田、影山、ゲイビ、後藤、

小林正直、小溝、志村、東海林、杉山、前田、

水留、森市、山崎、山田、横田　　　会員

出席率　73.44％

会員数

欠席者

ニコニコＢＯＸありがとう！
今回はありません

クラブ協議会発表�親睦活動委員会�松本�隆一郎�委員長

同　研修委員会　馬場　弘　委員長

同　Ｒ財団委員会　水野　晋治　委員長

同　Ｒ米山記念奨学会　湯浅　千晶　委員長

ゲスト　第１０分区ガバナー補佐幹事　小髙　潔　様

同　国際奉仕委員会　松本　ユミ　委員長　


