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そして、おっしゃったのが「みなさん勘違いしない
で下さいよ、ＲＩは何も押し付けてはいませんよ。Ｒ
Ｉがまとめた戦略計画は世界のロータリーアンへの
●点鐘
調査アンケートを基に作られたものです。あくまでも
●合唱
我等の生業
地域社会に必要とされる、又は国際社会に必要とされ
るクラブの活気ある活動が基本」といわれました。
●ゲスト
国際ロータリー第 2730 地区
あとで思いましたが、それを伝える為に悲しみ癒え
ガバナー 押川 弘巳 様
ぬ中、８７歳というご年齢にもかかわらず、わざわざ
（宮崎北ＲＣ）
宮崎までいらっしゃって中村２７７０地区パストガ
宮崎県西部分区ガバナー補佐
バナーと時に漫才のような面白いやりとりをされな
外勢 徹男 様
がらわかりやすくお話をされたのだと。
（都城北ＲＣ）
戦略計画とは、世界情勢や経済は５～１０年、いや５
０年～１００年たつ中で変わっていくけど、ロータリ
ーが「常に時代に適応した魅力ある存在であり続け
□会長の時間
中山 忠彦 る」為に世界中のロータリーアンにアンケート及び調
皆さんこんにちは。
査を行い会員の意見をもとに形作られたものです。
本日は押川ガバナー、外勢ガバナー補佐をお迎え
南園ＲＩ会長代理がそこまでして宮崎までいらし
しての例会となっています。例会終了後は１階で記 て、内容と出来た経緯を語っていただいた その戦略
念撮影 その後、クラブフォーラムを行います。
計画についてクラブフォーラムで詳しくお話しして
今回は特にというか是非クラブフォーラムまでお 協議していただきたいと思います。会員の皆さんにお
付き合いください。
かれては、お仕事の都合もございますでしょうが、な
というのも、本年度のＲＩテーマ ＭＡＫＥ Ａ るべくお時間とって残っていただけるようご協力宜
ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ「ロータリー変化をもたらす」 しくお願いします。
とある為、非常に勘違いしやすくなっているうえに、
以上 会長の時間でした。
定款細則の見直しが重なり本年度当初「例会は月二
回にしてもいい」事や「入会金もなくして入会条件
も家族やローターアクトでもロータリーアンになれ
る」などクラブ裁量権の拡大ばかりがインパクトを
外山 俊明
与えてしまいました。その事の誤解を解きたいと思 □幹事報告
●押川ガバナー事務所…
います。
①地区大会表彰状 回収のお願い…
押川ガバナーは地区テーマとして「ロータリーを
②川原 篤雄ガバナーエレクト壮行会のご案内
知り、理解を深めよう」とされ、先日の地区大会に
国際研修協議会が来年 1 月 14 日よりアメリカ
南園義一ＲＩ会長代理を呼ばれ講演をいただきまし
サンディエゴにて開催
た。とても、品のある素晴らしい方で真のロータリ
日程・時刻：平成 29 年 11 月 25 日(土)
アンとはこういう方なのだなーと私は憧れを抱きま
受付 18：30 より 開始 19：00
した。ご年齢が８７歳で奥様が地区大会の直前に雪
場所：ホテルマリックス（宮崎市）
の坂で転倒され亡くなられたばかりなのに、山口県
会費：１０，０００円
防府市から山陰本線、山陽本線、九州新幹線、日豊
③拡大・増強活動部門長
鳥山 浩氏…
本線と乗継ぎお越しいただきました。
拡大増強活動についてお願い

押川ガバナー公式訪問

④インターアクト委員長 小坂 泰一郎
（都城西ＲＣ）
… ２０１７－１８年度 韓国第３６６１地
（釜山）へ国際交流訪問中止
（政情不安により） のご案内
●島津発祥まつり実行委員会…
2017 島津発祥まつりポスター掲示のお願い

バナー 交換

□クラブ報告
●10/18（水）第 2000 回例会 祝夜間例会
18:30
中山莊
●10/25（水）１１月定例理事会
例会前 １１：００～

2730 地区バナーが
出来ました！

□出席報告
会員数
出免数

4４名
５名

出席数
出席率

27 名
69.23％

前々回修正出席率

9/27

85.00％

前回修正出席率

10/4

79.49％

届出有

小俵

届出無

大峯
鳥集
福本

ＭＵ有会員
10/5 都城中央ＲＣ

小俵

吉元

10/7 都城ＲＡＣ
１０月第一例会
ＭＵ無会員（9/27）

小俵

吉田

要ＭＵ会員（10/4）

河野
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東

柳

前田

前田
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□ＳＡＡ報告

脇丸

河野

藤岡

大峯 河野 永野 徳重 福本 川畑
中村
川畑

徳重

船木

□委員会報告
【青少年奉仕担当 高辺

井福

柳

●ニコニコ箱●
中山 忠彦･･･押川ガバナー、外勢Ｇ補佐 本日は
有難うございました。大変勉強に
なりました。
外山 俊明･･･押川ガバナー、本日はありがとう
ございます。勉強になりました。
吉原 信幸･･･本日 押川ガバナー公式訪問の際、
ロータリーに入ってやっと成人式を
迎えられました。感謝！
小坂泰一郎･･･押川ガバナー、外勢Ｇ補佐 本日は
ありがとうございました。これからも
御指導よろしくお願い致します。
木佐貫鐵蔵･･･地区大会で花田夫人の素晴らしいお話
を夫婦で聞いて感動しました。
中村 好輝･･･今年も「北海うまいもの」へご参加
いただきまして 有難うございました

晃也 会員】
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場所変更のお知らせ
10/25
赤十字センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

卓話

10/11

計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

6,000

81,000

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

2,016

25,492

ﾛｰﾀﾘｰ財団

0

180,500

米山奨学会

0

135,500

教育振興基金

0

157､120

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委員長：船木 修一

２０ヶ年 吉原

信幸 会員

担当：東 淑恵

□本日のプログラム

皆様こんにちは。
昨年の規定審議会の改訂が様変わりするような状況で、アメリカの理事
の方々も何か潮目が変わったなというような感じで受け止めているよう
でございますが、この規定審議会がなぜ大幅に変わってしまったかと申し
ますと、やはりライオンズの人数の拡大です。ライオンズは世界で 140
万人くらいの会員がいらっしゃいます。それに比べてロータリーは 120
万人台に減ってきています。それをいかに食い止めるかという所から起き
た改訂だと思われます。世界的に見ますと、ロータリー会員の減少率は日
本が一番多いです。そしてその次がイギリスやアメリカです。それに比べ
て韓国、台湾、インドはものすごい増え方をしております。先週、第 3 ゾ
ーンの会議がありましたが、その中で RI 理事の方が言うには、会員増強は今までのやり方ではいけない、根
本的にやり方を変えないといけないというような事を言っておられました。やはり何とかして入会しやすい、
そしてクラブ運営も柔軟性のある運営が求められています。これは会長へご説明申し上げておりますので、
会長よりお伝えしていただければと思います。
日本の現状を見ますが、まず世界は 6 つのエリアに分かれておりまして、この 6 つのエリアを 34 ゾーン
に分けます。その 34 ゾーンを 539 の地区に分けています。日本はその 34 ゾーンの中の 3 ゾーンを持っ
ていますが、人数が減少している関係で 2.5 ゾーンに減らされております。そして今期から 2 名いた理事も
1 名に減らされ、他の韓国や台湾の方々が理事に入っていくという状況でございます。日本のロータリー会
員は現在 8 万 9 千人くらいです。全国のクラブ数は 2273 クラブで進んでおります。34 の地区があります
が、東京のように東京と沖縄で一つの地区という所もあります。また、東京のもう一つの地区は東京と南洋
諸島（北マリアナ諸島、グアム、ミクロネシア、パラオ）で一つの地区になっています。やっかいな事に、日
本の人数が少なくなって 2.5 ゾーンに減らされたものですから、第 1 ゾーンから埼玉、千葉、茨城、群馬の
4 県が第 2 ゾーンへ移動させられました。そして第 2 ゾーンの岐阜、三重が第 3 ゾーンに入ります。この 4
つも減少された第 1 ゾーンはどうなるのかと言いますと、インドネシア、パキスタン、バングラディシュが
入ってきました。これは今月 3 月の RI 理事会で決まりまして、2019 年の規定審議会によって決定される
という事になります。ですから、何とかそれまでの間に人数が増えていけば日本だけで 3 ゾーンをやれると
思いますが、なかなか一気に増える状況にはありません。しかし今回の規定審議会の改訂は会員数を増やせ
るきっかけになるかもしれません。これはまたクラブで討議していただきたいと思います。今のロータリー
のメンバーは 40 才未満が 5％くらいしかない状況です。大半は 60 才以上です。このまま 10 年、20 年経
ちますと、一体クラブが存続できるのかということになります。そこでやはり戦略計画推進セミナーなどの
場で自分のクラブは何年後にはどれくらいの会員数にしようというような目標を立てて会長がクラブを引っ
張っていかないといけませんし、今後のガバナーはそういう事を念頭に置いてやっていく必要があるという
事を強く感じるしだいです。
今回のイアン H・S ライズリー会長は「変化をもたらす」をテーマにされましたけども、これはやはり今
までのやり方では駄目ですよ、今後は変革をもたらすようなクラブの運営を考えていかないといけないです
よというメッセージだと思います。また、RI 会長はロータリーの金看板の職業奉仕について、職業奉仕を理
解し、職業奉仕を一つの信念としてロータリーの中で活動していくと、結果はこうでしたというような成功
談を聞きたいとも言われていました。ですから、今回の「変化をもたらす」は「入りて学び、出でて奉仕せ
よ」という面で、ロータリアンが「このクラブは何なんだ」と言われた時に、
「奉仕の心を磨くところなんで
すよ」と言えるようにする。ではその心を磨くという事は人間としてあるべき心、すなわち倫理です。今まで
の倫理運動に加えて倫理実践運動をやってくださいということです。倫理だけを言っていたのでは会員も増
えていきませんし広がりません。対外的に分かっていただく為には行動を起こさないと駄目なのです。ロー
タリークラブは社交クラブとして、ロータリアンの心を育て、世の中に倫理を提唱していくべき使命を持っ
た団体だという事です。人からの問いに「私たちは行動を持って答えますから、我々の行動に注目してくだ
さい。奉仕を通じて世間の変化をもたらします。
」ということが言えるようなロータリアンになってほしいと
思います。私は今期のスローガンの中で「純増 1」と申し上げています。なかなか成し遂げるのは難しいと
思いますが、何とか各クラブで達成していただければと思っております。ライズリー会長はこの年度におい
て若い会員、女性会員を増やしてくださいと言っておられました。ここがポイントになるかと思います。

中山

忠彦 会長

ロータリー戦略計画について
ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ資料を
用いて説明
外勢

徹男 ガバナー補佐より挨拶

平川

靖三 会長エレクト

都城西クラブのこれからの取り組みについて
ＲＬＩ報告
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平成 29 年 10 月 15 日（日）

志比田スポーツ

・第３位は乙房スポーツでした！

高城運動公園 屋内競技場にて

準優勝

川東ベースボール

