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【 ガバナー公式訪問例会 】
として勉強して２年目にちゃんとクラブを運営するの
がいいのかなと感じております。あと８ヶ月、行事も
たくさんあります。皆さんの協力をいただきながら頑
張ってまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

司会：神山智子副ＳＡＡ
ＲＩテーマ
点鐘
・ロータリーソング
・クラブソング
・四つのテスト

幹事報告

小林弘文幹事
◎八戸市緑化大会、中止のお知らせ
コンクール入賞作品は「はっち」に展示
11月６～９日
◎本日は例会終了後、理事役員会
併せて50周年打ち合わせ

ゲストの紹介
ＲＩ2830地区ガバナー 源新 和彦様
南グループガバナー補佐 築舘 智大様
ＲＩ2830地区幹事長 小向 隆悦様

親睦委員会

誕生日祝い



横町芳隆会員

齋藤昌子会員

川﨑益美会員

櫻井研司会員

大入武志会員

音喜多泉会員

衛会員

ニコニコＢＯＸ

八戸ＲＣ
築舘ガバナー補佐：
八戸北ＲＣ
源新和彦ガバナー：
小向隆悦地区幹事長：公式訪問よろしくお願いい
たします。
平野 薫会長：源新ガバナー、築舘ガバナー補佐、
小向地区幹事長、ようこそ。
北山輝夫会員：公式訪問歓迎。
奥寺良之会員：源新ガバナー、本日はよろしくお
願いします。
澤口忠彦会員：源新ガバナー、大変ご苦労様です。
千葉清彦会員：ガバナー、ガバナー補佐、今日は
よろしくお願いいたします。
源新育子会員：公式訪問よろしくお願いいたします。
奥井義則会員：源新ガバナー、がんばって。
大沼 衛会員：ガバナー、お帰りなさい。
小金平育男会員：源新ガバナー、よろしく。
山内一晃会員：源新ガバナー、ようこそ！
！
小田 正会員：ガバナー、ガバナー補佐、ご苦労
様です。
神山智子会員：ガバナー、ガバナー補佐、よろし
くお願いいたします。
音喜多泉会員：ガバナー、ガバナー補佐、今日は
よろしくお願いいたします。

会長要件

平野 薫会長
源新ガバナー、築舘ガバナー補佐、小向
地区幹事長、ようこそお越しくださいまし
た。今日は10時から会長幹事会、クラブ協
議会とありました。いろいろガバナーと話をして、10
年選手ですけど、今までロータリーについてあまりに
も無知だったなと知ったかぶりをしていたなというの
が本音でございます。いろいろ勉強させていただき
ましたし、今後も今日聞いたこと、会長経験を活かし
ていきたいなと思っております。会長になって４ヶ月
ほどですけど、自分はまだよく分かりません。１年
やってみて少しは分かるのかなと。昨年、山内直前
会長が２年間やりましたけど、定款で会長の任期は１
年となっていますけども、本来であれば１年目は会長
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 久保隆明会員：源新ガバナー、築舘ガバナー補佐、

つのお願いをご説明申し上げたいと思います。
まず、今年度の国際ロータリーのロゴマークについ
て考えていただきたいと思います。
「ロータリーは機会
の扉を開く」ですから、ドアが３枚開いているという
とそのままですけど、実は色に意味があります。右の
「ロータリーロイヤルブルー」、真ん中の「ロータリー
ゴールド」、この２色は国際ロータリーのテーマカラー
です。左の赤は「クランベリー」、ローターアクトクラブ
のテーマカラーです。
この７月１日からローターアクトクラブには大きな変
更が加えられました。一つは、今まで18 ～ 30歳という
年齢制限がありましたが年齢の上限が撤廃されまし
た。二つ目、ローターアクトクラブはロータリークラブ
と並んで国際ロータリーの加盟クラブとなりました。
そしてローターアクトクラブは従来スポンサークラブに
従属するクラブでしたが、スポンサークラブの有無に
かかわらず、新しいローターアクトクラブを自主的に作
ることができます。そしてスポンサークラブをロータ
リークラブ、ローターアクトクラブともに自由に選べる
ようになります。そして、2022年７月１日からはローター
アクトクラブの会員にも人頭分担金が課せられます。
仕事をしている人、年間８ドル、仕事をしていない人、
年間５ドル、人頭分担金を支払うことになります。つま
り、ロータリークラブに従属していたローターアクトク
ラブは独立したクラブとしてＲＩに認められることに
なったわけです。
このロゴマークは、ＲＩはローターアクトクラブに対
して新しい扉を開くということを象徴しています。先ほ
どのＲＩ会長のスピーチにあったようにローターアクト
クラブと協力して、世界各地で新たな機会の扉を開い
てください、ということを示していると考えていただい
てよろしいかと思います。
ＲＩ会長の協調事項の一つ目、
「地区は新しい革新
的なクラブモデルを作ることに積極的に取り組みます。
そのためには皆様からのご支援が必要となります。皆
様はまた衛生クラブや地域社会を基盤とするローター
アクトクラブを起ち上げることで参加者の基盤を広げる
ことに貢献できます」。
ロータリーへの参加基盤を広げるために新しい革新
的なクラブを作っていただきたいというのが皆様への
お願いになります。
革新的なクラブとはどんなクラブなのか。ＲＩはクラ
ブのモデルを八つに分類しています。
1.従来型ロータリークラブ。今の皆さんのクラブです。
設立には最低20人必要で結成ミーティングを開いて
ＲＩに対して認証請求を上げます。認証が下りるに
は半年から８ヶ月ぐらいかかりますので時間も手間も
かかることになります。また時代的に20人の新しい
会員を集めるのはなかなか困難で、ここ数年、従来
型のクラブは出来にくくなっているのが実情です。
2.衛生クラブ。従来型クラブによって提唱されたロータ
リークラブで、独自の例会、プロジェクト、細則、
理事会を持つことができる。簡単にいうと子クラブ
です。８人の会員がいれば作ることができ、認証請

今日はありがとうございます。公式訪問お疲れ
様でした！
佐々木悦郎会員：源新ガバナー、築舘ガバナー補佐、
今日はよろしくお願いします。
千葉哲也会員：源新ガバナー、よろしくお願いし
ます。
類家 順会員：源新ガバナー、よろしくお願いし
ます。
齋藤昌子会員：本日のガバナー公式訪問、宜しく
お願いいたします。誕生祝、ありがとうござい
ました。
川﨑益美会員：誕生祝をありがとうございました。
大入武志会員：誕生祝、ありがとうございます。
横町芳隆会員：源新ガバナー、公式訪問ありがと
うございます。62歳のお祝いありがとうござい
ます。これからも良き友だちでいてください。
櫻井研司会員：誕生日お祝いありがとうございま
した。源新ガバナー、宜しく。
米山記念奨学金
小向隆悦地区幹事長：
平野榮子会員：源新ガバナー、よろしくお願いし
ます。
中山恵美子会員：源新ガバナー、本日はよろしく
お願いいたします。
吉田悦子会員：ガバナー、今日は宜しくお願いし
ます。
大崎光明会員：源新ガバナー、１年間お疲れ様で
す！
大入武志会員：源新ガバナー、ご苦労様です。
ポリオ・プラス
川﨑益美会員：ガバナーようこそ！

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

78.04％
65.85％

ガバナー卓話

源新和彦ガバナー
やっと41番目の自分のクラブに戻ってくるこ
とができました。皆さんのお顔を拝見して
ホッとしております。
１月19日～ 26日までアメリカのサンディエゴで行われ
た国際協議会に出席して参りました。その最終日、修
了式が終わった後、ホルガー・クナーク会長からガバ
ナー全員が手紙を受け取りました。内容は「公式訪問
では最低限、四つのことを話して詳しく説明しなさい」
という指令書でした。今日はそれに基づいてＲＩ会長
の方針をお話ししたいと思っております。
その前に７月にホルガー・クナーク会長から日本のガ
バナー 34人にメッセージビデオが届きましたのでご覧
いただきたいと思います。これを観るとＲＩ会長の考
えが分かりやすいだろうと思います。
（ビデオ鑑賞）
いかがでしたでしょうか。ホルガー・クナークさんの
トレードマークは鼻眼鏡で眠る時以外ずっとしているん
ですね。ドイツ人らしい方で温厚で素朴な方です。
それではこれからホルガー・クナークＲＩ会長の四
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位の違いがあります。
ＲＩ会長は先ほど「衛生クラブやローターアクトクラ
ブを作ってロータリーの参加基盤を広げてください」
というお願いをしていました。
衛生クラブの会員は月２回例会を開かなくてはなり
ません。子クラブですので皆様とほぼ同じ権限を持っ
ています。当然ながら69ドルの人頭分担金と地区分担
金とロータリーの友購読料、各種協力金を支払う義務
があります。しかし、衛生クラブは地区分担金を地区
で自由に決めて良いということになっています。例え
ば、2830地区が衛生クラブの会員の地区分担金を、年
間25,000円から半額の12,500円にすると決定すると、
衛生クラブの会員が負担するコストは69ドルの人頭分
担金と12,500円の地区分担金、ロータリーの友購読
料、各種協力、年間３万円でロータリアンになれる。
会員８人ですからホテル等でお昼を食べながら例会を
しなくても、各自宅や事業所を回っても良いし、喫茶
店でコーヒーを飲みながらでも良い。低コストでロータ
リーに参加できます。しかしながら皆様の子クラブで
すから皆様がロータリーに導く必要があります。どな
たかが衛生クラブの例会に出席してロータリーについ
て教え、様々なことを指導して、ロータリーの仲間に
引き入れていくことが必要になります。
どんな方を勧誘すればいいか。ＲＩ会長のスピーチ
にありました「ロータリーは価値観を共有する人たちの
コミュニティ」です。
皆様は八戸北ＲＣというクラブに入って、皆様それ
ぞれが持つ価値観や個性がミックスされながら北ロー
タリークラブという風土、共有する価値観が醸成され
ているわけです。衛生クラブの場合は、人数が少ない
ですから最初から共通するものの多い人を集めている
わけです。例えば、八戸市内の看護師８人で衛生クラ
ブを作る。看護師さんですから価値観を共有しやす
い、仕事上の相談、人生相談をしやすい。つまり、一
つのコミュニティができやすい。そこにロータリーを学
んでいただいて、私たちの八戸北ＲＣと一緒に活動で
きるように皆さんが指導していく。農業従事者などは
衛生クラブにすると会員になりやすいのではないかと
思います。日中は土にまみれて働いていて日中の例会
は出にくい。ですから衛生クラブに入って作業小屋を
回って例会をする、そこへ出向いて行ってロータリーを
教えてあげる。奉仕プロジェクトの立ち上げ方を教え
てあげる。そして彼らは自分たちが作った農産物を活
用したような新しい奉仕プロジェクトを考える。そして
親クラブである北クラブがそれを支援する。そうしたこ
とはできないでしょうか。
今現在、会員増強も大切ですがロータリーへの参加
基盤をいかにして広げるか、それが将来のロータリー
の存続にかかわってきている、とＲＩ会長は考えてお
られます。
二つ目、
「すべてのクラブは毎年少なくとも年１回の
戦略会議を開き、皆様には次のことを会員に問いかけ
ていただきます。私たちのクラブが５年後にどのような
クラブになっているべきか。そのビジョンを達成する

求はいりません。衛生クラブ設立申請書をＲＩに提
出するだけで活動することができます。衛生クラブ
の会員は親クラブの会員としてカウントされます。
3.Ｅクラブ。主にオンラインで例会を行うロータリーク
ラブです。20人の会員を集める必要がありますが今
現在増えています。例会場に集まって食事をしなくて
も参加できるので参加コストが非常に安い。人頭分
担金と地区分担金、ロータリーの友購読料、供与
金、最低でも３, ４万あると会員になれるということ
です。
4.パスポートクラブ。自分のクラブの例会に限られた回
数だけ出席すればいいというクラブです。あとは他
のクラブに出席することで自分のクラブの出席とみな
します。出張が多い、世界中駆け回っている、旅行
がちで一つ所に留まることのない人にとってメリット
があります。
5.法人クラブ。事業所の中で会員20人集めてロータリー
クラブを作る。メリットは同じ職場の人たちなので気
心が知れていて集まりやすい、コミュニティができや
すいということです。例会は会社の会議室や休憩室
を借りてやればいいし、食事をしながらやる必要も
ないので会費を安くできるということになります。
6.活動分野に基づくクラブ。クラブの形態そのものより
もクラブの活動分野をある程度しぼった、特定の活
動分野に特化したクラブです。例えば、医療関係の
奉仕プロジェクトをメインでやるクラブとなると医療
関係者、医師、歯科医師、看護師、介護士さんた
ちが集まる、目的が優先されるクラブです。20人の
会員が必要です。
7.学友中心のクラブ。ロータリーや財団のプログラムに
参加したことのある人、交換留学生や財団の奨学生
の経験者が中心になって作るクラブです。東京、神
奈川にはいくつかあります。
8.ローターアクトクラブ。ロータリークラブもしくはロー
ターアクトクラブによって提唱された18歳以上の会員
からなるクラブです。人数制限がなく１人からでも作
ることができます。スポンサークラブがローターアク
トクラブ設立申請書を書けば出来ます。ロータリー
とローターアクトの違いは何か。一つ目は、ロータリ
アンは69ドルの人頭分担金を支払って、ＲＩのデータ
ベースにお一人お一人の名前が登録されます。そして
寄付歴などすべての履歴が残ります。しかし、ロー
ターアクターはクラブ名は登録されますが個人名は
登録されません。二つ目、ロータリアンは国際ロー
タリーに対し１人１票の投票権を持っていますが、
ローターアクターは投票権がありません。個人的地
●●

3

●●

しているのと同じなんですね。だからクラブの事を分
かってくれて、クラブの雰囲気や共通する価値観を認
めてくれそうな人を最初から選んで誘ってください。そ
ういう人が入会したらちゃんと面倒を見て、積極的に参
加を促して大切に育ててください、ということです。そ
ういう方がもし身近にいらっしゃったら20代でも30代で
も60代でも70代でもいいじゃないですか。ぜひ勧誘し
てクラブの会員として育ててくださいというお願いです。
最後は、
「ポリオ根絶のために寄付を行い、10月の
世界ポリオデーに合わせた行事、イベントを開催し、
これからも根絶活動の支援を継続していきましょう。
私たちは世界の子どもたちと交わした約束を守らなけ
ればなりません」。
ロータリーは30年にわたってポリオ根絶活動を続け
てまいりました。そして今年、アフリカが常在国から
外れ、アフガニスタンとパキスタンの２カ国になりまし
た。30年以上継続してきた努力をここで決して辞めな
いという確認をするため、募金、広報活動をするた
め、何か一つクラブでイベントをしていただきたいとい
うことです。
本来は地区全体で何かしたかったのですが、新型コ
ロナの関係もありまして各クラブ、各グループにお任せ
したいと思っています。地区でポケットティッシュを
5000個用意して無料で皆様に配布しますので、皆様の
イベントに活用いただきたいと思います。
広報活動でも公共イメージ向上でも募金でも結構で
す。ＭｙＲｏｔａｒｙをスクリーンに映しながらポリオの事
を学んでいただいて、そして出席者全員が最低500円
のポリオ・プラスの寄付をするというポリオ例会でも結
構です。何か一つ10月24日のポリオデーの前後にイベ
ントをしていただきたいというお願いです。
以上、ホルガー・クナーク会長のお願いを四つ申し
上げました。
最後になりますが、来年の４月17,18日、地区大会を
計画しております。今の状態ですと集合型でやるのは
どこまで可能なのか疑問なところもありますが、最悪
でも人数を絞って、Ｚｏｏｍ配信の地区大会をしたいと
思っています。基調講演もやれる範囲で安全を確保し
た中でしたいと思っています。これからホストクラブで
ある八戸北ＲＣの皆様には何かとご面倒をお掛けする
かもしれませんが、どうぞ実現のためにお知恵を拝借
したいと思っておりますのでよろ
しくお願いいたします。残り８ヶ
月でありますが、皆様をサポート
し地区内のクラブをサポートし、
少しでも活性化が図れるように
頑張ってまいりたいと思っていま
す。どうぞ一年間よろしくお願い
いたします。

ためにどのようなステップを踏むべきか。私たちのクラ
ブで会員はどのような価値を得ることができるか。こ
の会議を進行する人を選んでください」
。
これまで戦略計画という言葉が使われてきました
が、ＲＩ会長は戦略計画ではなく戦略会議を開いてい
ただきたいとお願いしています。お酒を飲みながらで
結構です。１時間から90分、全会員参加で５年後どん
なクラブでありたいか。どんなクラブであったら魅力
的か。会員満足度が高い地域社会から認知されるクラ
ブになるか。そして会員が価値をクラブから得ること
ができるか。そういったことを話し合う時間を作ってい
ただきたいということです。
ＲＬＩという研修がありますが、短い言葉で全員が
意見を述べ、人の意見を聞いて自分の新しいインスピ
レーションをひき起こし、そして新しい気づきがあって
次の意見を言う。こういったことを繰り返しながら皆さ
んの意見をぶつけ合いながら、将来、５年後にどう
いったクラブ像が皆様にとって魅力ある、有益なクラ
ブなのかという理想のクラブ像を皆さんで共有してい
ただきたいと思います。朧気でも結構です。共有出来
たらそこへ行くまで、そこに到達するまでに、何をいつ
までに、どれだけやらなければならないかというのが
戦略計画です。
まず皆様が到達したい理想のクラブ像を描いていた
だきたいというのがＲＩ会長のお願いです。司会進行す
る人がいない場合は地区のＲＬＩ委員会からディスカッ
ションリーダーを派遣しますのでお申しつけください。
三番目は、
「新会員を注意して選びましょう。新会員
にとって皆様のクラブがぴったりと合う事、新会員の
期待に応えるクラブであることを確認しましょう。新会
員の面倒を見て、積極的な参加を促してください。ロー
タリアンとなるのに不相応な年齢はありません」。
ＲＩ会長は「ロータリーへの参加基盤を広げましょ
う」と強く仰っていますが、会員増強に消極的な訳で
はありません。ただ「新会員を注意して選びましょう」
と言っているのです。ロータリーはこれまで失敗をしま
した。高い数値目標を掲げて、数のために会員増強を
した時期があります。そして何が起こったか。１、２
年でその会員は辞めていく。そして辞めた人たちは
「最
初に聞いた話と違う」
「嫌なオヤジばかりだった」
「威
圧的な人ばかりだった」と。ネガティブキャンペーンを

点鐘

（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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