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第2399回 2015年11月18日例会報告
【出席報告】

会長 西村 清

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

11/ 18
11/ 4

31
29

25
26

6
3

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

点

【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄

80.65
89.66

89.66

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91.18%

鐘

会長 西村 清

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様
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八街の季節感は、「らっかぼっち」が落花生畑に出
現することと、そこから新豆での出荷が始まる今は晩秋
がさらに深まることを感じます。
私の例会冒頭コメントは、毎回季節感ではじまり、つ
ぎに本日お迎えした櫻木ガバナーのご要請でもあった
ように記憶するロータリー関係のお話を、最後に私なり
の時事放談を加えて締めさせていただいております。
さて本日は、この後に その櫻木ガバナーの講話：す
なわちロータリーのお話が続くと思いますので、私から
のロータリー話はカット。そしてその後みなさんのお手
元にございますようにクラブ協議会がございますが、そ
の進行役はガバナー指名で幹事でなく会長の私でご
ざいますので、ここでも西村の声が続きますことから恒
例の時事放談は次週以降に回して、今日は日本人が
大事にする時間を早めることと、ご来賓を最優先した例
会運営といたしたく存じます。
最後に先週、いったん行方不明か?とご心配かけまし
た「クラブ認証状」は50年の時を刻んだ皆さんと共にあ
ることをここにお示しして、前回会長報告を取消させて
いただきます。では本日よろしくねがいします。ありがと
うございました。

国際ロータリー第2790地区
ガバナー 櫻木 英一郎様
（千葉ロータリークラブ）
第９分区ガバナー補佐
伊藤 仁様
（白井ロータリークラブ）
国際ロータリー第2790地区
地区副幹事長 鈴木 定徳様
（千葉ロータリークラブ）

【ニコニコボックス】
◇ご無沙汰！

塩野谷 征三郎会員
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【幹事報告】

幹事 福田 守

【卓

◎近藤雅夫会員の実父の俊雄様がご逝去されました。
心よりお悔やみ申し上げます。
◎台風18号による洪水被害への義援金ご協力への
御礼
◎受贈週報等
・富里RC ・八日市場RC

【クラブ創立５０周年 表彰状】
櫻木ガバナーよりクラブ創立50周年の
表彰状を頂きました。

話】

国際ロータリー第2790地区
ガバナー 櫻木 英一郎 様

今年度ガバナーを務めさせていただいております千
葉ロータリークラブの櫻木でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。
先ほどご報告がありました茨城県の水害に対する義
援金のご協力ありがとうございました。
ここに飾られた認証状についてですが右下のサイン
が三段になっております。一番上がRI会長、二番目が
事務総長、三番目が当地区のガバナーのサインになっ
ています。ここでお話したいのは二番目のジョージ・ミー
ンズ事務総長についてです。この事務総長は日本の
ロータリーの大恩人で戦後日本のロータリー復帰に大
変尽力された方です。八街クラブの認証状にこの方の
サインがあるのは大変意味深いことです。ぜひ、この認
証状を大事にしてください。
先ほど、私は国際ロータリーの役員と紹介していただ
きました。今年度、私はそういう風に紹介していただくよ
うに各クラブにお願いしております。何故かと申しますと、
ガバナーエレクトのときに色々研修を受けるのですが、
来年は、国際ロータリーの役員だと言われます。この国
際ロータリーの役員という言葉とガバナーという言葉の
意味合いの両方を考え合わせてみますと、ガバナーは
地区の管理者です。選ばれる時は、ガバナーノミニーと
して選ばれます。地区から一人推薦され、それを国際
ロータリーに届ける。それでRI会長から承認を得る。ガ
バナーノミニーの年度の最後の6月に国際大会がござ
います。そこで531人のガバナーノミニーが一括して2年
後のガバナーにするかどうかの選挙を行います。それ
で選ばれると、翌年ガバナーエレクトとなります。ガバ
ナーという役はRIの役職です。決して、地区内の連合
会長ではありません。国際ロータリーは34,000のクラブ
を一括で統括するのは難しいので、世界を538の地区
に分けました。その各地区にガバナーという役を配置し
て地区の管理を任せる事により、地区内のクラブにRIの
方針や組織規定を浸透させる。ですからRI側の人間と
なり、管理役員という役をいただいております。RI側の
管理役員だからといって、私が偉いかというと偉くはあり
ません。毎年ガバナーは出ますし、どこかで何か言えば
叩かれます。もし地区内の連合会長であれば、District
presidentと呼ばれるはずです。そうであれば、地区内の
クラブの3分の2以上の賛成を得れば、この地区を二つ
に分けたり、茨城と一つにしようなどということも
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決められます。しかし、地区というのはRIが決めるもの
で、管理者として置かれたガバナーが地区内を運営し
ます。ガバナーの一人の意向ではどうにもならないの
です。そうやって色々考えますと、ガバナーはRI側の
人間で、地区の管理を任された役職であるということに
なります。ガバナーをそういう役だと規定すると、スッキ
リ見えてきます。ガバナーがやることは、RIの方針、あ
るいは組織規定を地区内に浸透させる事。私はこうい
う目を持って84クラブ廻らせていただいております。ク
ラブにおいてもそういうお話をさせていただこうと思っ
ております。
どこのクラブでも定款のお話をさせていただいており
ます。今日は活動計画書をお持ち下さいとお話しして
おりました。定款の第2条、3条、第6条、9条の記載の
仕方です。定款というのは国際ロータリーが提示したも
のをそのまま使わなければならないとなっております。
どこに提示されるかというと手続要覧に書かれておりま
す。あるいはロータリーのホームページ、マイロータ
リーの資料というところから定款をダウンロードできます。
第2条・・・このクラブでは第2条（一つを選択する）と書
かれています。一つを選択するわけですから、いくつ
かその下に選択肢があるはずです。それぞれの選択
肢の前に四角（□）が書かれています。一つを選択す
るという意味は、その四角の中にチェックを入れ選択
するという意味です。チェックを入れて、ブランクに八
街と名称を入れる。選ばなかったところを削除してはい
けないのです。第3条もそのようになっています。ここで
は活動区域を書くようになっています。チェックを入れ
て、活動区域を記入します。他には、インターネットク
ラブ用の情報を書く欄もあります。ブランクがある定款
は見た目に良くないのですが、いらないからとそれを
消してはいけません。加えていいのは名前と所在地だ
けです。条項をなぜ削除してはいけないか？もし削除
して良いのであれば、厳し過ぎるからとか、嫌だからと
色んな理由で条項を削ることが可能になるからです。
世界中に34,000強のロータリークラブがあります。その
中には3つの形態のロータリークラブがあります。従来
型のクラブ、インターネットクラブ、さらに衛星クラブ。
国際ロータリーは3つ全ての形態をロータリーと認めま
した。これが全部同じ定款を持つというところに意義が
あるのかなと思います。同じ定款を持つからこそ、同じ
コンセプトで活動しているロータリークラブである。だか
ら、このクラブを休んでも世界中のどのクラブにいって
も出席すればそれがメーキャップになると、こういう風
に考えていただければと思います。
定款には大変重要なことも書かれておりますが、定
款にはそのものを持つ意味合いというものが非常に重
要であるとお考えいただきたいと思います。このクラブ
が設立をされました時に、認証状伝達式というのを行
います。今日は、こちらに持ってきていただきました。
これは国際ロータリーからその地区のガバナーに渡さ
れ、ガバナーから特別代表の手に渡され、特別代表
の手からこのクラブの創立時の会長の手に渡されます。
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八街ロータリークラブ・認証状

非常に重要なものです。しかし、この伝達式が済んで
しまうと、事務所の片隅に仕舞われ、そんなものは見
たことないという人が大勢います。この認証状に何が
書かれているかと申しますと、あなたのクラブの役員と
会員は国際ロータリーの定款と細則を守ります。それ
を遵守するということを条件にして、あなたのクラブは
国際ロータリーの加盟会員として認めますと書かれて
います。ですから、八街ロータリークラブは国際ロータ
リーの加盟会員であります。加盟会員であるからには
国際ロータリーの定款は守らなければなりません。そ
れを守ることによりロータリークラブという名前を使え、
ホイールのロータリーマークが使えます。RIの一員で
あるという唯一の証拠なのです。又、3年に1回変わる
定款をそのまま遵守することで国際ロータリーとこのク
ラブの関係が保たれているということになります。
初めにロータリークラブがあるのです。そういう面でクラ
ブとRIのことを考えていただきたいなと思っております。
今RIが何を考えて何を各クラブに提供しているのか。
国際ロータリーは1990年代にこのままの活動を続けて
いたのではロータリーが駄目になるだろうと推測しまし
て、いろいろアンケート調査をしました。そういう動きを
始めたのは1992年RI会長のクリフォード Ｌ.ダクターマ
ンでした。今までの流れを大きく変えるように曲がり道
をつくりました。世界中にRIが調査した結果、色んなこ
とが判明しました。皆さんが付けているロイヤルブルー
とゴールドのロータリーマーク、これを付けていれば
ロータリーだと思うであろうと思ったら、世界中の4割が
ロータリーを全く知らない、4割は名前だけは聞いたこ
とがある、2割は少し知っているという調査結果が出ま
した。ロータリーは愕然としました。それに対して色々
な具体的な策を出してきております。皆さんもお感じに
なっているかと思います。例えば、メーキャップが前後
1週間から2週間になりました。職業分類も2013年、家
や子育ての関係で仕事を持ちたかったが持てなかっ
た人もロータリアンとして認めるというような改正も出来
ております。CLPやDLPという考え方も勿論そのうちの
一つであります。ロータリーがあまりにも知名度が無い、

会員数がどんどん減っていく、ライオンズに差をつけら
れ、尚且つ開いている。ライオンズの会員は、世界中
に130万人ですが、ロータリーの会員は122万人です。
そういうことをどうしようかと考えたのがRIの根本であり
ます。その大きな流れの中から一つ一つやってきてい
る。それを各クラブが受けて頂きたい。一つ一つを前と
違うからと言って反発するのではなくて、RIは大きく世
界の流れを考えながら具体的なことを打ち出してきて
いるという風にお考えをいただきたいと思います。RIが
言ってくるのを取捨選択できるのも各クラブです。私は、
各クラブは半独立団体だと思っています。半独立団体
というのは、半分は独立、半分は独立ではない、独立

ではない方は、一応はRIの言ってくることは全部受け入
れなければならない。だけどもう半分の独立の方で（クラ
ブには理事会がありますので）、理事会でRIのいってく
ることを選択する自由があるのもクラブの性格です。よく
クラブは独立だ、自主性だと言いますが、全くの独立自
主性ではありません、RIの枠の中での自主性であり、独
立性であるとお考えをいただきたいと思います。
八街ロータリークラブのことだけを考える、八街地区の
ことだけを考えるのではなくて、ロータリアンたるもの、RI
的な視野を持っていただければと思います。本日は御
清聴ありがとうございました。

【クラブ協議会】

西村会長の進行のもと
クラブ協議会が執り行われました。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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