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12：30 ～　八戸プラザホテル

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

小金平育男会員

（食事）

佐々木悦郎会長

　まずは日曜日、ガバーナエレクト壮

行会にご参加の皆様、本当にお疲れ様

でした。

　今日は前回行われました理事会の報告をかいつま

んでさせていただきます。

　ＩＭに関する会計の確認を行いました。来週のク

リスマス例会は残念ながら家族は呼べませんが夜間

例会を実施します。こちらの懇親会の余興を親睦委

員会さんにはかっていただいています。ちなみにお

酒の持ち込みも大歓迎ですので、もしよろしければ

お願いいたします。浩々学園さんへのクリスマスプ

レゼントを承認いただきました。内容を協議してお

届けして参ります。１月10日の新年互礼会は参拝は

出来るということでお弁当で進めて参ります。１月31

日の夜間例会は、コロナの感染状況を見ながら実施

の方向で進めております。理事会の報告は以上です。

　続いて徐々に迫ってきました子ども食堂の件で

す。明日14日、あおば高等学校さんの方で贈呈式を

催してくださるということでクラブから５名参加し

ます。各新聞社にもお知らせし、県社協さんからも

していただいているので、公共イメージ向上になる

と思います。

　松戸東ＲＣから倉本会長と高橋幹事のご厚意で今

回の子ども宅食にぜひどうぞとご当地のお土産であ

るピーナッツサブレと稲庭うどん60セットを寄贈し

ていただきました。25日の配布会でお届けしたいと

思います。

　普段からも倉本会長とはコミュニケーションを取

らせていただいておりまして、諸先輩方の培ってく

ださったおかげだなと感謝しております。今回は石

井パストガバナーの卓話集からご縁を結んだ経緯を

振り返りたいと思います。2008年の卓話から、昭和

49年にＲＩがクラブの国際的交流を推奨するという

テーマを発表したそうです。当時、石井パストガバ

ナーは親睦委員長を努めていて、同時にロータリー

日本50年史が発行されたそうです。それを見ていた

ところ同じ日に登録されたクラブがあることを知っ

たそうです。まずは海外のクラブよりも国内のクラ

ブと親睦をはかろうと、大阪東淀ＲＣ、八戸北ＲＣ

と友好クラブ締結にいたったそうです。1970年９月

１日に認証を受けたということで今日までつながっ

ているということです。同じく50周年を迎えて残念

ながら双方、周年行事は縮小しての開催となりまし

たが、次の55年か60年は盛大にやりましょうとお話

しておりました。

　このように石井パストガバナーの卓話集には様々

な側面からロータリー哲学というようなものが記載

されていますので、今後も何度か紹介して、皆さん

とロータリーの知識を深めていきたいと思っており

ます。

　今日はロータリー研究会の報告です。源新和彦会

員からしっかりお聞きしたいと思います。
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吉田悦子幹事

◎�メルボルン国際大会登録料割引期限内の

登録のお願い

　割引期限　12月15日まで

◎�ガバナーエレクトよりポリオ根絶プログラム出前

講座授業開催のお願い

吉田美登紀会員

小向龍悦会員：早退失礼いたします。

中�山恵美子会員：記念日祝ありがとうご

ざいます。

千葉哲也会員：早退失礼します。

米山記念奨学金
平野榮子会員：

神山智子会員：

ポリオ・プラス
澤口忠彦会員：

小金平育男会員：お祝いありがとうございま

す。38年です。

　　本日の出席率� 64.1％　　

　　前々回（11／29）の修正出席率� 74.3％　　

大入武志会員

　現在の財務状況をご報告いたします。お

手元の資料をご覧ください。

クラブ運営小委員会　千葉哲也委員長

　今回クラブ運営小委員会からお話をとい

うことでいろいろ相談して源新会員にお願

いしたところ快くお引き受けいただきました。今日

は源新会員から「ロータリーのビジョン声明　戦略

的優先事項と目的」ということでお話をいただくこ

とになりました。よろしくお願いいたします。

「ロータリーのビジョン声明
　　　　　戦略的優先事項と目的」

源新和彦会員

　ロータリー研究会の報告だと長くなるので、計画

書にも載せている「ロータリーのビジョン声明　戦

略的優先事項と目的」、なかなか分かりにくいの

で、これがどういうことを言っているのか皆さんに

考えていただきたいと思います。これにはロータ

リーが成長していくための様々な指針が含まれてい

ます。これを理解することが当面、非常に大切なこ

とだとＲＩは考えています。

（動画視聴）

　「ロータリーのビジョン声明と行動計画」これは

どのようにして作られたかというと、「ビジョン声

明」は約100万人を超える人々の意見をもとに作ら

れました。100万人とはロータリー会員、元会員、

ローターアクター、学友、青少年交換学生、そして

ロータリーの職員、その他一般の方々からアンケー

ト、座談会を開いて作られました。2017年６月、Ｒ

Ｉ理事会と財団管理委員会で承認されました。「行

動計画」、戦略的優先事項と目的は2018年６月にＲ

Ｉ理事会と財団管理委員会で承認されました。そし

て2019－20年度から導入され５年間運用されること

になっています。つまり企業に例えるなら、ビジョ

ン声明は経営方針、戦略的優先事項と目的は中期経

営計画と考えると分かりやすいと思います。

　現在はロータリーが誕生した1905年とは大きく異

なり、人口構成は変わり変化の速度は増していま

す。そしてテクノロジーによってネットワークと奉

仕のための新しい機会が生まれています。しかし変

わらないものもあります。それは親睦、高潔、多様

性、奉仕、リーダーシップ、つまりロータリーの中

核的価値観です。行動計画は中核的価値観を実現す

るとともにロータリーを成長させるために、ロータ

リーが時代に即した組織としてさらに発展し進化し

ていくために立案されたものだとご理解いただきた

いと思います。

　戦略的優先事項の１.より大きなインパクトをも

たらす。これは奉仕プロジェクトから得られるデー

タをより効果的な方法で定義、測定、記録、分析す

るために必要な慣行、インフラ、能力を築く。私た

ちは皆、永続的な何かを後世に残したいと考えてい

ます。それは地域社会にもたらす持続可能な変化で

あり人々の人生をより豊かにすることです。しかし

人道的奉仕を行う他の多くの奉仕団体と異なりロー

タリーはこれまでデータを重視する文化を受け入れ

てきませんでした。唯一、ポリオ根絶活動について

は感染者数を統計学的に数値で把握すること、投入

した資金、ワクチンの接種記録などがきちんと残っ

ていて測定、記録、分析が出来ていました。

 中間決算報告

 出席報告

��
ニコニコＢＯＸ

 親睦委員会　

 幹事報告

 会員増強について
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　国際ロータリーにとってどんな意味があるのか。

ポリオ根絶活動の継続、この活動を通じて得られた

様々な教訓、つまり測定、記録、分析をほかの重点

分野における測定や評価に生かす。二つ目、プログ

ラムやロータリーが提供する他の事柄に関する評価

を行い、最も大きなインパクトをもたらすことに焦

点を当てる。

　クラブでどんなことが出来るのか。よりインパク

トをもたらす奉仕プロジェクトの重要性を会員に伝

える。より大きなインパクト、効果、影響、知名

度、そういったものをもたらす奉仕プロジェクトの

重要性を会員に伝え理解していただく。二つ目、地

域社会のニーズや強味、意思決定者、地域調査等を

実施する。今現在のその地域に根付いたニーズを発

見し、奉仕プロジェクトの立案に繋げる。三つ目、

プロジェクトの実施前、実施後に評価を行う。奉仕

プロジェクトが社会に与えた影響、それに携わった

会員、地域の人たちの満足度を評価する。四つ目、

具体的ストーリーを伝える。事実や詳しいデータの

収集はクラブや地区がもたらした変化を説得力ある

形で伝えていくために大変重要です。具体的ストー

リーを伝えることで同じ考えを持つリーダーたちを

クラブに引き寄せ新しいパートナーシップをより大

きなプロジェクトで協力できる人たちと強固で多様

性のあるネットワークを作ることが可能となりま

す。特にストーリーを作ることは単に報告書を作る

よりも、なぜその奉仕プロジェクトが必要だった

か、そして奉仕プロジェクトを立ち上げるために誰

がどんなことをしたのか、その結果どうなったの

か、一つのストーリー仕立てにすることで、地域の

人たちにも理解してもらいやすい形のものになりま

す。最後に地域にもたらすインパクトを定義し測

る。やりっぱなしの奉仕プロジェクト、自己満足の

奉仕プロジェクトではなくて、具体的に地域にどれ

だけの影響を与えたか、どんな影響を与えたか、ど

んな効果をもたらしたのかということを出来るだけ

測定をする、ということが大切になります。

　戦略的優先事項の２.参加者の基盤を広げる。会

員だけでなく、会員以外の参加者や協力者を増やし

ていきましょう。ロータリーの奉仕プロジェクトに

地域の人々、他の団体をどんどん巻き込んで協力し

ていきましょう。二つ目、新しい対象層の人た�ち

とロータリーの価値観を共有する。次に、仲間を

募ってロータリーを体験してもらう。会員だけでは

なくロータリーを理解していただくために地域社会

の人々にロータリーを体験する機会を設ける。さら

に地元の学校、商工会議所、色んな団体、長年協力

している組織との活動を続ける一方で他の団体や新

しいネットワークも探していく、ということが大切

になると思います。最後に、ロータリーの認知度を

向上させる。認知度を向上させることによって参加

者の基盤を広げることに繋げていこう、ということ

です。

　クラブを通じてどんなことができるのか。クラブ

を評価して多様性と開放性、魅力的なクラブとなる

方法を見つけましょう。ロータリーの会員増強の

ツールとリソースが使えると思います。MyRotary

からぜひ見ていただきたいと思います。二つ目、会

員基盤と参加者の基盤を広げ多様化する。会員増強

だけではなくクラブの会員種類の多様化、新しい革

新的クラブの結成などが考えられます。三つ目、協

力可能な他の団体やネットワークを探す。商工会議

所や学校だけではなく他の様々な人の集まりにネッ

トワークを求めていくことも大切だと思います。

ロータリーへの新しい経緯や参加者のモデルを作

る。ここでいう参加者とはロータリーのプログラム

やイベントにクラブまたは奉仕体験に関わる全ての

人を意味します。クラブに入会するかどうかに関わ

らずこれらの人々が個人的、職業的に成長し多様な

人と協力しボランティアや奉仕活動に参加できる機

会を提供することが大切です。最後に、クラブの行

う意義ある活動を広報する。当然ながらマスコミ等

の活用もあると思いますが自分たちがやったことを

堂々とＳＮＳ等に広報していただきたい。ＳＮＳの

更新は頻繁にすることが肝要です。

　戦略的優先事項の３.参加者のより積極的なかか

わりを促す。クラブであれプログラムや行事であれ

人々がロータリーに参加するときは積極的に参加で

きるように支援するとともにいつでも期待以上の経

験ができるようにすることを意味します。参加者が

参加して良かった、期待以上の感動が得られた、そ

ういったシチュエーションを作ることを考えていた

だきたいということです。

　ではクラブを通じてどんなことができるのか。一

つ目、人として職業人として重要な価値を会員に提

供する。クラブの成長やロータリーを通じた個人的

な成長についてクラブ会員に意見を聞く場を設けた

り、会員満足度やクラブの健康チェックを行うこと

も大切だと考えます。二つ目、ロータリーと関わる

全ての人を参加者とみなす。会員だけでなくロータ

リーと関わる全ての人（家族も含め）を参加者とし

て接しましょう。三つ目、参加者に新しいアイディ

アや考え方を紹介してもらう。ロータリーの中だけ

で意見を戦わせるのではなく、ロータリー以外の

人、第三者の目で何かアイディアがないか聞くこと

が大事になると思います。それから、クラブと触れ

合う全ての人を含める包摂するための新しい方法を

見つける。個人的、職業的なつながりの新たな機会
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を設ける場合についてもリーダーシップ能力やスキ

ルの研修を行う場合も、クラブと触れ合うすべての

人々を含めるための新しい方法を見つけましょう。

クラブ会員だけの成長ではなくてクラブ活動に関わ

る会員以外の人の成長も考えてあげましょう。そし

て地域社会の成長も考えましょう。

　戦略的優先事項の４.適応力を高める。1905年と

今のロータリーの置かれている状況は全く違いま

す。社会のスピードが全く違います。早まる社会変

化のスピードに迅速に適応できるように様々な運営

等の準備をする、ということが大切になります。そ

れから新しい考え方をロータリーの強化につなげ

る。どのような新しいアイディアが持続可能な変化

を生むことが出来るかを私達は考える必要がありま

す。私たちは新しい機会を追求しリーダーとなるた

めにより多くの道筋を作り多様な声を対話に取り入

れ運営する準備をしなくてはならない。三つ目にど

のような新しいアイディアが持続可能な変化を生む

ことが出来るかを常に考えていきましょう。

　クラブでどんなことができるのか。会員や他の参

加者に地域社会での新しい活動や奉仕プロジェクト

のアイディアを募る。奉仕プロジェクトのアイディ

アは一部の人が考えるのではなく広く会員、その他

の参加者に募るべきである。クラブ会員だけでなく

他の参加者と革新性に関するフォーラムやブレーン

ストーミングを行って地域社会での新しい活動や奉

仕プロジェクトのアイディアを練っていきましょ

う。二つ目、クラブで少額の資金を確保して新しい

活動を試す。クラブの予算を使い切るのではなく一

部をベンチャー基金として確保しておいて新しいア

イディアや奉仕プロジェクトの活動を試してみる。

試しに小さなプロジェクトを立ち上げて効果を判定

し大きなものにする。成功しそうだと確信が得られ

たものは大きく展開する。三つ目、クラブ内の役

職、手続き、タスクを見直す。役職の削減、統合、

新たなテクノロジーの利用など、クラブの委員会構

成、役員構成も含めて今の時代に合った、クラブの

規模に合った、クラブの特性に合ったものに変えて

いきましょう。四つ目、会員以外の人を理事会など

に招き新しい視点で意見を聞く。ロータリーの価値

観だけでなく会員以外の人にも理事会、例会に来て

いただいて意見を聞くことも大切だろう、というこ

とです。最後に引継ぎ計画を策定し今後数年間の次

期リーダーと協力し複数年にわたる成功に導く。単

年度の活動ではなく２年、３年と会長の考えをいい

物は継続していく、それを共有していくことが大事

だということになります。

　以上ひと通りご説明しましたがご理解いただけま

したでしょうか。

　今現在ＲＩは二つの大きなテーマを持っていま

す。一つはポリオの根絶。何が大きいかというと数

値で把握できることとゼロに出来ることです。ゼロ

に出来るということは非常に大きなインパクトを世

界に与えることが出来ます。そしてそれが可能だか

らです。新型コロナウイルスは根絶できません。人

間と動物を媒介して変異していくからです。ポリオ

ウイルスは人間にしか宿らないウイルスですからゼ

ロにすることが可能です。

　もう一つは、ロータリーの成長。グローロータ

リーという言葉が近年多用されています。ロータ

リーの成長、ロータリーだけでなくロータリークラ

ブ、会員、ロータリーの活動に関わる全ての人の成

長を意味します。それを叶えるための方針、施策が

このロータリーのビジョン声明と行動計画だとご理

解ください。簡単に経営方針と中期５ヵ年計画のア

クションプランだと考えていただければ良いと思い

ます。ですから後２年、５ヵ年計画は続くわけです

が、ぜひとも皆さん、自分で考えていただいてクラ

ブの成長に繋げていくために何が出来るか話し合っ

ていただければ幸いです。

点鍾

（誤字脱字がございましたらご容赦ください）

ロータリーのビジョン声明

より大きな 
インパクトをもたらす
•		ポリオを根絶し、残さ
れた資産を活用する

•		ロータリーのプログラ
ムおよびロータリーが
提供する体験に焦点
を当てる

•		活動成果を挙げ、それ
を測る能力を高める

ポリオ根絶まであと一歩のところまできたロータリーは、次なる課題に取り組む心
構えができています。より多くの仲間を迎え入れ、より大きなインパクトをもたらし、
世界に変化を生み出すための新たなビジョンの実現に向けて、行動を起こす時が来
ています。

国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成するため、今後５年間の活動を
方向づける４つの優先事項が定められました。

ロータリーの戦略的優先事項と目的
参加者の 
基盤を広げる
•		会員基盤と参加者の基
盤を広げ、多様化する

•		ロータリーへの新しい
経路を創り出す

•		ロータリーの開放性と
アピール力を高める

•		インパクトとブランド
に対する認知を築く

参加者の積極的な 
かかわりを促す
•  クラブが会員の積極的参加を
促せるよう支援する

•  価値を提供するため、参加者
中心のアプローチを開発する

•  個人的／職業的なつながりを
築くための新たな機会を提供
する

•  リーダーシップ育成およびス
キル研修の機会を提供する

適応力を高める 
•		研究と革新、および進ん
でリスクを負うことへの
意思を奨励する文化を
築く

•		ガバナンス、構造、プロ
セスを合理化する

•		意思決定における多様
な考え方を育むために、
ガバナンスを見直す

                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


