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「絆」人と人との結びつきを大切に

方針

2021−22年度国際ロータリーのテーマ

■プログラム
「 講 話 」
2021－22年度 RI第2500地区

漆崎

栂安雅満

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
（理事会）

ガバナー

会 長

隆様

＜地区方針＞
地区の明るい未来の為に、地域の人々と「親睦と持続可能な奉
仕活動の推進」
具体的な目標は 次にかかげます。
1、会員増強の目標をたて実行しましょう。
「eachone,bringone」
各ロータリアンが新会員を1名入会させましょう。
退会防止に努めましょう。
2、あと一歩のポリオ根絶に協力しましょう。
あと2か国です。今一歩です。
3、
戦略計画委員会を立ち上げ、
クラブの活性化をはかりましょう。
「100年委員会」と言った方がわかり易いかも知れません。
創立会員の想いを持続する、未来に繋げましょう。
4、今期も寄付ゼロクラブをなくしましょう。
奉仕活動の源です。
5、米山留学生の母国を理解し親交を深めましょう。
毎年多くの留学生が我が地区へ来ます。留学生本人は勿論
のこと、母国とのかかわりを深めましょう。
6、RLIを推進しましょう。
RLIはお酒を飲まない炉辺会合です。
ロータリーを学び公平な会話を楽しみましょう。
7、
「ロータリー奉仕ディー」
を地域の人々と共に実施しましょう。
8、ローターアクターと種々の行事を共に行いましょう。
アクターには素晴らしい能力があります。RACは2022.7.1
から補助金事業ができます。
9、
家
 族同伴例会を増やし、パートナーや家族にロータリー活動
の理解と共に、
素晴らしさ・楽しさを味わってもらいましょう。
帯広ロータリークラブの皆様こんにちは。今年度、RI2500地
区ガバナーの漆崎隆です。どうぞよろしくお願い致します。
今年度、RI会長は、インド・カルカッタ・マハナガーロータリ
ークラブのシェカール・メータ会長です。今年2月1日から11日
まで、ロータリー史上初めてウェブで国際協議会が開かれまし
た。その初日、RI会長テーマが発表されました。
その時のビデオをご覧ください。
〇今年度のRI会長テーマは
「奉仕しょう みんなの人生を豊かにするために」
ServetoChangLivesです。

〇これを受けて地区スローガンは
「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」といたしました。
〇本題に入る前に2つお話をしたいと思います。
〇一つは 今、ロータリーは 大きく変わろうとしていると感
ずるのは私一人ではないと思います。
研修リソースが変わった背景には次の様な現実があります。
今日の世界は1905年の世界と同じではありません。人口動態
が変わり、変化のスピードが加速し、テクノロジーによって、つ
ながりや奉仕の新たな機会が生み出されています。不変なのは
ロータリーを定義づける価値観に対するニーズです。
そうして生まれたのが2015年に発表された「ロータリーのビ
ジョン声明」です。
「 私たちは、世界で、地域社会で、そして自分
自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を
取り合って行動する世界を目指しています。」
ロータリーのビジョンの実現に向けてロータリーの新しい
戦略計画が発表され、ロータリーの行動計画である4つの優先
事項が唱えられました。
1.より大きなインパクトをもたらす。
2.参加者の基盤を広げる。
3.参加者の積極的なかかわりを促す。
4.適応力を高める。
です。
しかし、100年以上経ても ロータリーの中核的価値観は変
わりません。それらの行動は「四つのテスト」、
「ロータリーの目
的」、
「五大奉仕部門」に現れています。
ロータリーの中核的価値観とは
・親睦（Fellowship）
・高潔性（Integrity）
・多様性（Diversity）
・リーダーシップ（Leadership） です。
次の100年を目指して様々の事が検討され実行されつつあり
ます。
・SRF委員会（未来形成委員会）
・DEI（多様性、公平さ、開放性）方針
・ローターアクトの参加
等です。
〇もう一つは如何にコロナ禍による影響からロータリアンが
元気を取り戻し、地域のリーダーとして、地域に活気をもたら
すかです。このことが今年度、一番力を入れたい所です。
◎「ロータリーの素晴らしさ」とは何でしょう？
コロナ禍のこんな時だからこそ立ち止まってもう一度ロータ
リーの原点を見つめ直して見ませんか？
ロータリーは慈善団体ではありません。発展途上国の援助が
目的の団体でもありません。お金集め、人集めが目的の団体で
もありません。
ロータリーの本質には素晴らしい魅力があります。
ポールハリスの「ロータリーとは何か」と言う自問自答が
「MyRoadtoRotaryロータリーへの道」に出ています。
ロータリーとは何か、何千人のロータリアンに聞けば、何千
通りの答えが返って来るだろう。しかしもしロータリーがより
寛容で、より他の人の良さを認め、より他の人と親しく交わり、
助け合うようにしてくれるなら、そして、人生の美しさと喜び
を発散し伝える様にしてくれるなら、それが我々が求めるロー
タリーの全てである。それ以上、ロータリーに何を求めること
があろうか。と記しています。

もう少し、ロータリーの原点を見つめてみましょう。
・ロータリーを始めたのはポールハリスです。
・ロータリーの基礎に「Service サーヴィス」をすえたのは
アーサー・フレデリック・シェルドンです。
「サーヴィス」は日本語に翻訳されたのは「奉仕」ですが辞書
（広辞林）でひくと、
①仕（つかえ）えまつること。
②自己の利害をはなれて長上の者や公共のために尽くすこと。
と書いてあります。これはロータリーの職業奉仕にはなりませ
ん。サービスと言う言葉が日本で使われている多くの意味は、
労力や金品を無料で相手やかわいそうな人にやってあげる、与
えてあげると言う意味に使われる事が多い様です。
ロータリーではお医者さんが無料で診断をして上げる事は、
職業奉仕ではありません。むしろ社会奉仕です。
また、弁護士が無料相談をして上げる。これも職業奉仕には
なりません。社会奉仕と言えるでしょう。
英語で職業はオキュペーション（occupation）ですが、ロータ
リーの職業はヴォケーション（vocation）です。つまり、ヴォケー
ションは 天職、天から与えられた、神様から与えられた、世の
中のためになる職業です。これはロータリーの職業は人々が社
会が必要でないものはひとつもありません。と言うことです。
まだまだお話をしたいのですが限られた時間ですので、地区
方針についてお話したいと思います。
地区方針は
地区の明るい未来の為に、地域の人々と「親睦と持続可能な
奉仕活動の推進」といたしました。
具体的な目標は次の通りです。
もう一度、申し上げますが、コロナ禍を乗り切るには皆様の
クラブが元気になる事です。一人一人のロータリアンが元気に
なってリーダーシップを全ての面で発揮する事です。
それにはまず家庭のリーダーシップ、奥様を連れて世界大
会・ヒューストンへみんなで一緒に行きましょう。
「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」
ご清聴ありがとうございました。
■ゲスト紹介
RI第2500地区 ガバナー
第6分区ガバナー補佐
地区幹事

漆崎
合田
池田

隆様
倫佳 様
圭樹 様

■会長報告

栂安 雅満 会長
皆さんこんにちは。熱海の土石流による災害
から12日が過ぎましたが、11人の方が亡くな
られ、未だに17人の確認が取れていません。1
日も早く発見されることを望むばかりです。近
年異常気象による災害のニュースが全国、いや
全世界で報道されています。やはり温暖化による現象なのでし
ょうか。我々もいつ何時災害にあうか分かりません。普段から
防災に備えましょう。
本日は漆崎ガバナーの公式訪問例会です。
午前中のクラブ協議
会にご参加頂き、
シェカール・メーター RI会長方針、
並びにガバ
ナー方針についてご説明を頂きました。
今後の帯広ロータリーク
ラブの運営に反映をしたいと思います。
この後ガバナーより詳し
いお話を聞かせて頂きますので、
皆さん楽しみにお待ち下さい。
さて今月より円卓テーブルでの例会運営をさせて頂いてお
ります。昨年1年間殆ど会員同志の話もできない状況が続いて
おりましたが、是非仲間との会話を楽しんで下さい。もちろん
会話の時はマスクをお願いします。
ワクチン接種もやっと一般の方にも始まり出しました。ワク
チンで抗体ができれば万一、コロナに感染しても重症化しづら
いと言われております。先日ご案内しました、私どもの職域接
種ですが、何とか8月上旬位から接種が開始できそうですので、
少しでも早い接種をご希望の方は申込をお願い致します。
■会務報告
五十嵐聖二 幹事
①帯広南RC、
7月19日
（月）
の例会は、
休会と致します。
帯
 広西RC、
7月22日
（木）
の例会は、
祝日のため休会と致します。
帯
 広北RC、
7月23日
（金）
の例会は、
祝日のため休会と致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 7月29日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
③帯広東RC、移動例会開催のご案内（「道の日」道路清掃）
日 時 8月6日（金）午前10時
場 所 帯広中央公園
※尚、8月10日（火）の繰り上げ例会と致します。
■出席報告
7/14例会の報告
会員総数87名 内免除会員3名
出席者数57名 内出席免除会員0名
出席率67.9%
■次週プログラム予定
7月21日（水）
「決算・監査・予算報告」

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

（出席委員会）

うちZoom4名

（理事会）

例会日 / 水曜日 12:30 〜 13:30
例会会場 / ホテル日航ノースランド帯広 TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日 ●認証番号 /3820 ●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F TEL0155-25-7347 FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 関山 岳大・副委員長 / 佐藤 真康・和田 賢二
委 員 / 石神 美代・奥田
潔・竹森 直義・野村 一仁・森
光弘
●ホームページアドレス http://www.obihiro-rc.jp

