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■会長報告	 竹川　博之	会長
　本日は、RI第2500地区初の女性ガバナーでいらっ
しゃいます	久木佐知子ガバナーをお迎えしての公
式訪問例会です。
　帯広ロータリークラブ会員84名を代表しまして、
心より歓迎申し上げます。

　久木ガバナーにおかれましては、2500地区内の60を超えるクラ
ブを7月、8月の2ヶ月を中心に訪問されるというハードスケジュー
ルの中、また天候不順の日が続く中、既に8クラブの訪問を終え、当ク
ラブが9番目の訪問という事で誠に有難うございます。
　昨日が芽室クラブ、本日午前中が音更クラブ、午後より当クラブで
の会長幹事懇談会、クラブ協議会と息つく暇のないスケジュールの
中、大変貴重なアドバイス、ご示唆を頂き、心より感謝申し上げます。
　最後になりますが、今年度、私共は“グレート・リセット　未来へ”
というスローガンの下、様々な新しい取組みを予定しております。
　豊富なご経験と見識で更なるご指導、ご鞭撻を賜ります様、お願い
申し上げます。
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■バナー交換　久木ガバナー、竹川会長

■会務報告	 櫻井　博一	幹事
①帯広西RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　7月21日（木）午後6時
　場　所　北海道ホテル
②帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
　日　時　7月26日（火）午後6時30分
　場　所　波瀾万丈
③帯広北RC、7月29日（金）の例会は、休会と致します。

■新会員紹介	 会員増強委員会　石山	委員長
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■委員会報告
・ニコニコ献金	 （親睦活動委員会）
お志　RI第2500地区ガバナー　久木佐知子様

■プログラム	 （理事会）
講話　RI第2500地区ガバナー　久木佐知子	様

　帯広ロータリークラブの皆様、こんばんは。
2022－23年度ガバナーを拝命致しました久木佐知子
でございます。旭川西ロータリークラブに所属して
おります。日頃より皆様にはクラブの運営、そして地
区の活動にご協力頂きまして感謝を申し上げます。

　社会的なパンデミックでこの2年半の間、活動が制限されて来まし
た。クラブの運営も大変だったと思います。私自身も国際協議会をは
じめ研修がすべてオンラインでした。こうしてクラブを訪問して皆
様と直接お会いできることを心より嬉しく思っています。
　先ほど会長幹事懇談会、それに続きクラブ協議会が開催されまし
た。竹川会長の今年度にかける意気込み、そして熱意、加えて各委員
長からの活動方針をお伺いして流石に歴史のあるクラブは凄く活気
があるなと思いました。今年度も依然としてコロナ禍での活動には
なりますが、状況を見ながら行事も再開して参ります。是非とも計画
中の事業に加え新しい試みにも取り組んで頂ければと思います。
　国際ロータリー117代目の会長にカナダのジェニファー	E.ジョー
ンズ氏が就任されました。国際ロータリー初の女性RI会長の誕生は、
多様性、公平さ、インクルージョンを尊重するRIの基本方針に通じる
素晴らしい出来事と多くのロータリアンが歓迎しています。私も同
じ年にガバナーを務めさせて頂くことに大きな喜びを感じていま
す。今年度は、私を含め日本の34地区の中で3人の女性ガバナーが誕
生致しました。他にも大きな変化が生まれています。ローターアクト
が国際ロータリーに加盟し現在RIの会員数は世界で140万人になり
ました。日本では、ロータリー衛生クラブをはじめとする様々な形態
のロータリークラブが生まれています。そして国際大会から例会に
至るまでオンラインが活用されるようになりました。
　先月アメリカのヒューストンで3年ぶりに対面式で国際大会が開
催されました。例年は3万5千人位が参加するそうですが、今年は1万
1千人とのことでした。2500地区からは、漆崎副ガバナーをはじめ10
名が参加し、6/5の大会初日、日本人親善朝食会が開催されました。
RI理事や各地区のガバナー、エレクト、パストガバナーなど210名が
参加し、シェカール・メーターRI会長、ジェニファー・ジョーンズRI
会長エレクトも同席され、和やかな雰囲気のなかで朝食会が進行し
ました。ジョーンズRI会長エレクトのもとへ伺い、私達が次年度のガ
バナーであることが分かると両手を広げ包み込むように1人1人の肩
を抱いてくれました。私は静かな感動を覚えました。インクルージョ
ンとは、そのような思いを人に抱かせることではないでしょうか。
RI会長は、とてもフレンドリーで人を包み込むような優しさに溢れ、
そして、目的達成のための粘り強さとダイナミックな考え方を併せ
持った方です。フェイスブックも活用され、効果的な情報発信や伝え
る力を持った新しいタイプのリーダーだと思います。またロータリ
ーの素晴らしさを体感する出来事もありました。開会式には、様々な
民族衣装に身を包んだ参加者が会場に彩りを添えていました。ロー
ターアクト達の顔も見えます。国際ロータリーには、200以上の国や
地域が加盟しており国連の加盟国よりも多いと言います。ステージ
では、国旗入場が始まり、ウクライナの国旗が入場すると会場の全員
が立ち上って大きな声援を送りました。1万1千人の心が一つになっ
た瞬間です。ロータリーの繋がり、深い絆を感じました。
　さて、ロータリーの友7月号にジェニファー・ジョーンズ会長のメ
ッセージが載っています。RI会長は、私達1人1人にロータリーのス
トーリーの語り手になることを求めています。皆さんはロータリー
クラブのことを他の人に伝える時、どのように伝えていますか？私
は、ロータリークラブは世界のほぼ全ての国・地域に存在し、140万
人以上の会員からなる国際的な奉仕団体です。WHOやユニセフと



を高め地域社会におけるロータリーの認知度と理解度を高めること
です。そして、何より重要になるのは、会員増強と会員の維持です。会
員基盤を成長させることで私達は、さらに多くのことを達成できる
ようになります。DEIを取り入れて女性や若い人をクラブに迎え入
れましょう。この時、シニア会員への配慮が欠かせません。また、入会
希望者の話を聞いて、もし、既存のクラブへの参加が難しい場合は、
その人に合った条件で参加できる新クラブを考えて見てください。
先月、釧路北ロータリークラブで初の衛星クラブが誕生致しました。
会員数は32名で、サポートしている釧路北ロータリークラブの会員
数に加算され、現在、釧路北ロータリークラブは、110人近くの会員
を擁するクラブに成長しています。皆さんのクラブでも是非考えて
見てください。衛星クラブは、8名で設立できます。他にもパスポー
トクラブと言うのもございます。詳しくはマイロータリーでご確認
ください。
　インクルージョン溢れるクラブを作る上で重要なことは、違うバ
ックグランドを持った人達が良い仲間になれるかどうかです。その
為に必要なのは、他者を思う気持ち、他者への思いやり、そして変化
を受け入れる柔軟な心を持つことではないでしょうか？
　イマジンロータリーは、夢のあるテーマです。皆さんの夢を大いに
膨らませて頂き、その夢の実現のために行動して頂くことを期待し
ています。
　クラブの活性化には、家族を行事に誘う、ローターアクトに活動に
参加してもらう、クラブのWebサイト、SNSを更新する、地域のあら
ゆる種類のリーダーと繋がりを築く、新しい人に声をかけ、活動やイ
ベントに参加してもらう、ストーリーテーラーになってロータリーの
素晴らしさを伝える、シニア会員と若い会員のコミュニケーション
を図ることです。
　｢今ほど、大切な時間はない。時間は味方でも敵でもあり得る、それ
をどうするか？あなた自身、あなたの目標、そして与えられた全ての
時間を活かすことへのあなたの決意次第だ。｣とジル・ジグラーは言
っています。
　イマジン、想像して見てください。成長し強固になったクラブを。
来年6/30に2500地区と共に貴クラブも素晴らしい1年だったと語り
合う様子を想像して見てください。
　本日は、大変貴重なお時間を頂きありがとうございました。第6分
区の松原ガバナー補佐、そして竹川会長のリーダーシップのもと、
2500地区で最も輝くクラブとしてご活躍されることをご祈念致しま
す。本日はどうもありがとうございました。

■出席報告	 （出席委員会）
7月20日例会分
会員総数83名　（内免除会員3名）　
出席者数52名　（内Zoom参加者2名）　　本日の出席率65.0%

■次週プログラム予定
7月27日（水）「委員会活動計画発表」	 （プログラム委員会）

協力して人道的奉仕や地域社会の課題に取り組んでおり、全ての職
業において倫理を大切にし、親善と平和の確立に寄与することを目
的に活動しています。そして、ロータリークラブで新しい出会いと奉
仕の感動を分かち合いませんか？と呼び掛けています。
　私は、旭川市で小さな美術画廊を営んでおります。画廊を開いて7、
8年ほど経った頃、私は、自分の専門的な知識や人との繋がりを活か
してアートを軸に町に貢献ができないかと考えていました。旭川は
彫刻の町、市内のいたるところに彫刻が設置されています。しかし、
野外に設置された彫刻は時を経て周辺の環境が変わるとその場にそ
ぐわない彫刻も出てきました。その問題解決に旭川彫刻フェスタと
言う事業を提案させて頂きました。この計画に関心を持ってくれた
のがロータリークラブの皆さんです。旭川の複数のロータリークラ
ブで卓話をさせて頂きました。その中の一つ旭川西ロータリークラ
ブに2005年に初の女性会員として入会させて頂きました。その事業
も既に20年を迎えています。
　また、国際奉仕事業に関わったことも私のロータリー感に大きな
変化をもたらしました。2015年から4年間、地区のVTT委員長を務
めましたが、経済や環境の分野でタイやマレーシアからの専門家チ
ームの人材育成に関わりました。このVTT事業は、研修生の育成だ
けではなく、研修生の向こう側にいる多くに人達への人道支援であ
ることが分かりました。各国から5名ずつ受け入れ、その後、タイの研
修生が2名、マレーシアの研修生も2名が地元のロータリークラブに
加盟し、それぞれの地域でロータリアンとして活躍してくださって
います。これほど嬉しいことがありません。
　ロータリーには、不思議な力、マジックオブロータリーがあると言
います。それは、知らないうちに形成される世界中の人との人間関
係、深い絆です。皆さんもストーリーテーラーとしてご自身のストー
リーを語ってロータリーの魅力を広げて頂ければ幸いです。
　さて、ジョーンズRI会長は、年度のテーマを｢イマジンロータリー ｣
とされました。スピーチでは、世界にもたらす変化を想像して大きな
夢を描きその実現のためにロータリーの力と繋がりを活かすよう呼
び掛けました。そして、多様性、公平さ、インクルージョンを優先項目
とすることを掲げました。多様性は、ロータリーの長年に渡る中核的
な価値の一つで最大の強みである。そして、インクルージョンこそが
会員増強の鍵であり、ロータリーでの参加型奉仕、人間的成長、リー
ダーシップ開発、生涯にわたる友情こそが目的意識と熱意を満たし、
さらに会員がロータリーに何を期待しているのか？それを尋ねた上
で、やりがいのある責任を会員に与えることが重要だとおっしゃっ
ています。加えて2023年までにロータリー会員の30%を女性にする
と言うRI理事会の目標は、既に110ヶ国以上で達成され、ローターア
クトは既に会員全体の52%が女性であることも指摘しました。日本
では7％です。2500地区では5％にも達していません。私は、2500地
区で10％を目指したいと思っています。
　RI会長は、私達がともにロータリーをイマジンするにあたり、最も
重要なタスクは、全てのロータリアンが歓迎されている、大切にされ
ていると感じられる経験を提供すること、会員の多くがロータリー
との強い繋がりを実感でき、ロータリーでより豊かな経験を持つこ
とが重要だとおっしゃっています。ロータリーの調査によると2020
年の1年間、ロータリーへの入会者は12万1千人、退会者は、13万7千
人です。そのうち1年以内に退会した人は、1万3千人に上り、また、退
会者の23%はクラブ環境を理由に挙げています。ロータリーの成長
に会員拡大は欠かせませんが、会員維持も重要です。RI会長は、心
地よさと会員への配慮を優先項目としてクラブ内でDEIについて対
話を始めて欲しいと呼び掛けています。今年地区では、DEI委員会
を創設致しました。DEIについて講師が必要な時は、是非ともDEI
委員会にご相談ください。
　そして地区スローガンを「ともに紡ごう！ロータリーの未来へ」と
致しました。その実現に向けて地区活動方針も大きな夢を紡ぐため
に10項目あげさせて頂きました。ロータリーの1番大切な財産は、会
員です。そして目的達成のためには、会員に団結力が不可欠です。ロ
ータリーを成長させるためには、奉仕とプロジェクトのインパクト
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＜懇親会の様子＞


