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例会日■平成 30 年 11 月 29 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19 年度 VOL 20 

 

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」 

－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように － 

Contents：地区大会報告・友の見どころ 

 

皆様今日は、まもな

く師走になるという

お忙しい時期、例会

ご出席ありがとうご

ざいました。先週は 

川又財団委員長さんから財団についての卓話

の後、クラブ協議会を行ない橋本国春会員委

員会委員長が会員増強・拡大のため三春ＲＣ

としてどうするかということで昨年私が会員

委員会委員長のとき皆様に意見頂戴してから

２年越しで本年のメインテーマでもあります

会員増強・拡大について総まとめとして細則

改正のためのたたき題を作成くださいまして、

出席会員の了解をとりつけて１２月理事会で

承認していただく段取りになりました。エレ

クトにはご苦労様でした。後で地区大会の報

告で触れますが地区も私も全国のＲＣも会員

増強・退会防止が課題です。協議会の時間は先

週あまり取れなくて申し訳ありませんでした

が内容はまあまあ吟味されているのではない

かと思います。先週集約され理事会で承認を

受ける内容は会員増強・退会防止を図る観点

から「時間的」「財政的」負担 軽減を図るこ

ととし具体的には 

（１）会費に関して 

１、入会賛助金１万円の廃止 

２、年会費の削減 年額１８万円を１５万６

千円に（月額１万５千円を１万３千円に） 

３、２人目以降の家族会員の会費減額 

 （月額 ８千円から１万円程度に） 

（２）会員の負担軽減として 

１、例会の回数の削減 

 ２、各委員会の事業の見直し 

【例 会】             司会：三條安國 SAA 5.幹事報告 

1.開会点鐘           6各委員会報告 

2.ロータリーソング 「奉仕の理想」 7.友の見どころ 11月 担当：米谷量平さん 

3.四つのテストの唱和 8.地区大会報告 

4.会長挨拶 9閉会点鐘 

会 長 挨 拶（第 49 代会長 石川和広） 

第２３１８回 
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負担軽減に関してはもっと内容は今後検討し

て一層の充実を図る。とりあえずこれでいっ

てみようということです。三春ＲＣも地区も

全国も会員の増強・退会防止が急務でありま

す。今後も皆様のご協力お願いします。まずは

純増２名からがスタートですが、会員の皆様

がお一人に一人ご友人を誘っていただいて５

０周年の来年、新元号にもなります。できるだ

け多くの皆様と５０周年を祝いたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇白岩 良子 (第 49 代)                  

 

1. グローバル補助金審査会および補助金管理セミナー  

１２/９ ホテル華の湯（会長・幹事出席） 

2. 来週の例会はクラブ総会です １２/６（木） 

会員皆様の出席お願いいたします。 

 

 

 

◇なし                          

 

 

 

◇11 月号担当：米谷量平さん          

横組 

表紙：「一隅を照らす人」 

・「一隅を照らす」は伝教大師・最澄の言葉 

３p：RI会長メッセージ 

・会長も入会６年目までは地域の団体だと思っていた。 

・たまたま国際大会に参加し、人生が変わった。 

・2019年 6月にドイツ・ハンブルグで国際大会開催される。 

→関連：39p:功緻を極めた建築物 

8p～13p：ロータリー財団管理委員会の紹介 

・７～９月までに考えるのではなく、長いスパンで計画的に使いましょう。 

14～15p：ミャンマーで行う「八角平和計画」 

・経済的な自立と誇りを持った仕事が行える社会が「真の平和」をつくる。 

・香辛料「八角」の成分「シキミ酸」を使ってタミフルができる。 

幹 事 報 告 

各委員会報告 

 

 

   

 

友の見どころ 
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・ミャンマーの山岳少数民族地域で栽培する。 

・２０１８年から育苗場を作り、各地で植樹を推進する。 

・「平和の苗木」の株主になりませんか。 

18p～27p：ポリオ撲滅までのガイド 

・ポリオ撲滅の最新状況を分かりやすく紹介。 

・１９８８年から活動し、ポリオ常在国が１２５カ国から３カ国まで減少 

・目に見えないウイルスとの戦いを世界の英知と浄財で撲滅まであとわずか 

28p～29p：インターアクトクラブ活動紹介 

・11月 5日を含む 1週間は世界インターアクト週間です 

・各地の高校生の活動が紹介されている。 

32p～33p：第３代よねやま親善大使紹介 

・今年２月は第２代親善大使の于咏（う・えい）＝中国出身＝の講演を聞きましたね。 

 

横組 

表紙：「紅葉狩り」 

→手に取っていいのは枝から離れた葉っぱだけですよ 

4p～8p：児童虐待の実情 

・児童相談所に届く虐待相談件数は２０１６年度に１２万件超。 

・虐待は父親ではなく母親が主になってきている。 

・虐待の増加理由は「インターネットによって手軽にアクセスできるようになった」「核家族化で頼れ

る人が少ない」「貧困家庭の増加」などが挙げられる。 

→因果関係はいずれも立証されていない。日本には一貫した子育ての理念や方針がないのでは？ 

・「子どもの貧困」という言葉に違和感がある。真の姿は親の貧困、社会の貧困。「子どもと貧困」の方

が正しいのではないか。 

→貧困はお金がないだけではなく、人間関係の貧しさとしても捉えられる。 

21p：ネイルの世界 

・男性のネイリストが増えている。 

 

 

◇三條 安國さん               

 

1） 全体の流れは大変良かった。 

2） 午後の青少年関係の時間の紹介・活動報告の時間が 

少なかったと思う。 

3） 記念講演は、興味深く聞けた・・さすが NHK の解 

説委員長ですね。 

4） 参加クラブの紹介もこのタイミングが良かった。 

今後もこのタイミングで紹介したらいいのではないか。 

5） 佐久間年度で、ガバナーノミニー選考が困難を極めた中で、平井ガバナーが決断し

引き受けていただき危機を救ってくれた。 

最後の挨拶時、いろいろ思いが重なり、感極まって絶句したのをみて、ロータリー

に対する強い情熱が感じられた。 

 

地区大会報告 
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◇佐久間英一さん              

 

1. 地区大会が会津で開催誠に嬉しく感動いたしました。 

・自分の年度の会津分区よりガバナーノミニー候補選出 

が努力の甲斐もなく決定できなかったこと。 

・その次の福島第一分区依頼もうまく行かず最終的には 

2017 年 6 月 26 日アトランタ国際大会での報告ギリ 

ギリで現ガバナー平井義郎氏で決定した経緯がある事。 

 

・内容でも三春での地区大会プログラムを参考にされ、クラブ紹介・青少年関係の非常に

内容が濃く進化されていたこと。 

・ロータリー財団奨学生ソプラノ歌手「井上由紀」さんの「約束」という歌を聴き母親と

子供との約束の詩として感動し涙した事。 

2. RI 研修経験者リーダー本田博己氏の講演内容に素晴らしい講演と感じました。 

・2003 年丁度クラブ 50 周年を迎える年からの様々な活動のポイントを解りやすく教え

ていただいたこと。三春 RC の 50 周年を迎える時期と同じだと感じ。 

・21 世紀委員会の活動内容が偶然でしょうか、2008 年に開催され「地区会員研修セミ

ナー」の記録を見て当地区でも牧公介ガバナー年度に記録誌があり出発は同じころなの

にと思ったことです。 

 

◇石川和広さん               

１１月２３日、２４日と会津で開催された。２４日は皆さん発表 

されると思うので２３日の講師のＲＩ研修リーダーの本田博己さ 

んのクラブの希望を語り合おう 

―会員基盤の維持強化に向けて 

ＲＬＩ日本支部ファシリテータ委員会委員長の中村靖治さんの 

ロータリーを語ろう 

         －ＲＬＩに参加しようー 

の内容を報告します。 

本田博己さんは前橋ＲＣで５０周年事業をするにあたって 

クラブの現状把握をし会員増強を図った。メンバーシップデベロップメント（会員増強）とは 

１）クラブの組織基盤の強化  

２）会員ひとりひとりのロータリアンとしての資質能力の開発した結果会員数は増加 

  会員数増加の公式  （Ｅ＋３Ｒ） 

   Ｅ―Ｅｘｔenｄ（拡大） R－Reｃｒuiｔ（勧誘） 

                                Reｔeiｎ（維持） 

     Reｖiｔaｌiｚe（活力再生） 

  会員増強とは基盤の強化だと位置付けるとクラブを活性化し元気を回復することで魅力あるクラ

ブになる 

  バーナードショウが講演依頼を断った手紙の中で 

  ロータリーはどこへ行く、昼飯を食べに行く 

  いかなくてもその程度だと１９３０年ごろ思われていた面もあったが其のころから実際は社会貢

 

 



5 

 

献をしていた。 

現在でもそういう風なとらえかたをしている人も多いので実際私たちのクラブはどこへ行くとと

らえてみると切実な問題 

  戦略計画が大事だ. 

 

◇川又暉之さん               

 

◎地区外ガバナー、パストガバナーが多かったことは、 

大変良かった。 

ガバナー等が参加されたのは、全体で３４地区中２５ 

地区。参加率７３．５％ 

参加地区、不参加地区は、 

第１ゾーン；１４地区中１２地区が参加 

不参加；第２５１０地区（北海道西部）、第２５６０地区（新潟） 

第２ゾーン；９地区中５地区が参加 

不参加；第２６１０地区（富山・石川）、第２６２０地区（山梨・静岡） 

         第２６３０地区（岐阜・三重）、第２７８０地区（神奈川の一部） 

第３ゾーン；１１地区中８地区が参加 

不参加；第２６８０地区（兵庫）、第２７００地区（福岡・佐賀・長崎） 

         第２７４０地区（長崎、佐賀の一部）  

特に会津で開催された大会に、薩摩、長州、のガバナーが出席されたのは感慨深い。 

◎青少年委員会のインターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換留学生、 

米山奨学生の代表スピーチは、内容が濃く大変良かった。これらは我々の奉仕活動の 

結果の１つ。今後は今回のように結果を具体的に見せていかないと理解が深まらない。 

 田村高校ＪＲＣインターアクト部の顔が見えなかったのは大変残念だった。 

◎前のＮＨＫ解説委員長・柳澤秀夫氏記念講演は、ユーモアの中に確信があり大変良か 

った。カメラが回らないと柳澤氏もあのように角の取れた話をするのに感心した。 

◎弁当はひどかった。あのご飯は前日のご飯と客席の皆さんからブーイングが多く聞か 

 れた。常葉ＲＣのは、流石、温かないも汁を片手に外のテントで弁当を食べていた。 

◎女性司会者の司会振りは、スピーチの方への配慮が少々足りなく感じた。間の採り方 

に配慮がほしかった。  

◎車を出していただいた、増子さん、影山さんありがとうございました。   

 

◇影山吉則さん               

 

地区内外から多くの来賓を迎え１０００名を超える会員の 

出席のもと、今年度の地区大会が会津風雅堂で開催された。 

本会議では特に、木下光一 RI会長代理による『RI現況報告』 

を印象深く拝聴しました。 

 

『RI現況報告』 ※抜粋 

■ロータリーの現状と課題  世界の会員数 120万人 ※15年間横ばい 
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 ６０歳以上が約半数 40歳以下は 10％ 

■クラブの抱える課題   活動のマンネリ化 ベテラン会員と若手会員のギャップ 

 

■会員と社会のニーズの変化に応える 

 かつての典型的なロータリアンのイメージ  → 地域で成功した経営者や専門職業人 

 ※この層は痩せ細り、入会増は期待できない 

 新たな事業分野、専門職業の登場     →   女性や若い経営者が多い 

 ※新しいサービス業など 

■柔軟性を活かす  働く時間、場所が多様化 → 多様な働く職業人を取り込む 

 

■新クラブ結成のチャンス 

 新しいクラブの結成  → 例会時間、場所、頻度、会費を柔軟に 

 

■自らの職業を見直す 

知識基盤社会へ適応しているか 

・付加価値を提供するのではなく、顧客の課題を解決しているか 

知識は人についている 

・自分も含めて、人＝人財を大切にする 

奉仕の理念に沿った経営の実践 

・人間尊重経営 

・人の成長が組織（事業）の成長につながる 

・事業を着実に成長させる 

 

■職業奉仕について 

奉仕の理念に根差した事業運営とは何でしょう 

・超我の奉仕 

・最も奉仕する者、最も報いられる 

・他人への思いやり 

・人からしてもらいたいと思うことは、あなたも何でも人にしなさい 

これに基づいて事業を進める 

・社員、その家族、取引先、お客様、地域社会、株主という順位に沿って全ての事を組み立て実践する 

人間尊重の経営を行う 

社員を人間的に成長させることによって、幸せな人生を生きられるようにする 

奉仕の理念から考えて得られたもの 

この優先順位については株主が最後というのは確定ですが、その前のものは同列という意見もありま

す 

職業奉仕は経営者としていかに生きるべきかを問うもの 

以上、木下 RI会長代理が話された内容の一部ですが特に後半の『自らの職業を見直す』と『職業奉仕

について』は、常に自分自身に問い掛けていくものであると改めて感じました。 

平井ガバナー初め地区役員並びに本大会にあたりご尽力いただきました会員・関係者の皆様に感謝申

し上げます。 
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◇大内富雄さん               

 

11月 23日～24日の 2日間地区大会へ参加をしてまいりました。 

1日目の 23日は 10時 00分からガハナー補佐会議。 

10時 40分から地区大会委員会。 

午後に入り１3時 00分から会長・幹事会。 

14時 00分より地区リーダー研修セミナー。 

17時 40分より RI会長代理ご夫妻歓迎晩さん会と慌ただしい 1日でありました。 

ガバナー補佐会議の中で、MyROTARY登録状況の説明があり、各クラブとも地区 MyROTARY登録 60%

以上達成する旨の要請がありました。 

MyROTARYの操作方法に関する疑問については、地区 IT委員会を気軽に活用して下さいとの報告で

した。 

地区大会委員会では、登録委員会に所属してまいりました。 

鈴木邦典直前ガバナーを委員長、委員は 4名で主に地区大会委員会報告のための登録数の確認事項

が主だった内容でした。 

会長・幹事会、地区リーダー研修セミナー、RI会長代理歓迎晩さん会の報告は、会長・幹事からあ

るかと思いますので省略いたします。 

 

2日目の感想は弁当の中身は大満足でしたが、ご飯が堅かったのが少し残念でした。 

初めての試みで分区全体での開催となった今年度の地区大会。流石は会津分区、全クラブが一丸と

なりオモテナシの心が醸し出された素晴らしい 1日でした。 

地区大会の開催の在り方も良い方向に変わる事を期待して参加の報告と致します。 

 

◇三瓶一壽さん               

 

私は先般會津風雅堂を会場に開催された、地区大会 2日目の 

プログラムに参加しました。           

当日は地区内の会員に加えて、ホスト部や平井ガバナーとの 

親交熱い他地区のガバナーなど約 1400名以上の方々が全国各 

地より参集され、一堂に会してのプログラム進行となり、大変 

活気のある大会となりました。 

オープニングアクトは会津第 9 の会のメンバーによる、荘厳なヴェートーベンの第 9 合唱に始まり、

平井ガバナーの開会点鍾、国歌斉唱、ロータリーソング「奉仕の理想」と続きました。これらは恒例

の光景ですね。・・・このように午前中は恒例のセレモニーが続きました。 

昼食の弁当（御飯が固いと不評/でも全体的には好評）の後、休憩があり外にトン汁のサービスコー

ナーがありました。そこのところどころに募金箱が設置されていて、約 10 万？程度の募金を集めよ

うでした。 

印象に残ったのは、ＲＩ会長代理・木下光一さまの「ＲＩ現況報告」の中でのお話で、ラシーンＲＩ

会長が掲げるテーマ・“ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ”のテーマが決まるまでの経緯、これ

はバリー・ラシーンＲＩ会長の独断や偏見から決まるものでなくｉｎｓｐｉｒｅ、世界の仲間を鼓舞

するような行動をしようう。。。すべきである。との意志からから掲げられたテーマであるとのお話を、
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ポリオ爆滅活動などの事例を交えながらお話しいただいた。また、「ロータリーとは何ですか」とい

う問いに対して、新しいビジョン声明（以下）を掲げられた。 

＜新しいビジョン声明＞ 

 私たちロータリアンは、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、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。 

＜自らの職業を見直す＞ 

 知識基盤社会へ適応しているか。 

 付加価値を提供するのでなく、顧客の課題を解決しているか。 

 知識は人についてくる。 

 自分も含めて、人＝人材を大切にする。 

 奉仕の理念に沿った経営の実践 

 人間尊重経営 

 人の成長が組織（事業）の成長につながる。 

 事業を着実に成長させる。 

＜職業奉仕について＞ 

 奉仕の理念に根差した事業運営とは何でしょう。 

 超我の奉仕 

 最も奉仕する者、最も報いられる。 

 他人への思いやり。 

 人からしてもらいたいと思うことは、あなたも何でも人にしなさい。 

＜これに基づいて事業を進める＞ 

 社員・その家族、取引先、お客様、地域社会、株主という順位に沿って全てのことを組み立

て実践する。 

 人間尊重の経営を行う。 

 社員を人間的に成長させることによって、幸せな人生を生きられるようにする。 

 奉仕の理念から考えて得られたもの。 

 この優先順位については、株主は最後は確定ですが、その前のものは同列という意見もあり

ます。 

 職業奉仕は経営者としていかに生きるべきかを問うものです。 

 

この木下ＲＩ会長代理のお話が印象に残りました。また米山親善大使「アブデルアール・アハメド氏」

の話もなかなか良かった。よねやま記念奨学金制度の意義深さを感じました。 

各委員会の報告のあと、昼食の前に “Ｂe the inspiration Concert”として学友三氏によるピアノ

演奏（富山律子氏）とバリトン（大島嘉仁氏）とソプラノ（井上由紀氏）の共演も素晴らしかった。

我々はこのような人たちを応援していたのかと、ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎを感じました。 

そして午後には元ＮＨＫ解説委員長・柳澤秀夫氏の記念講演「世界平和を考える」はまさに世界を、

特に戦場を渡り歩いたもの出なければ話せない内容でして、大変興味深く拝聴しました。柳澤さんの

お話から、ロータリー精神の一つ、「人と人が互いに理解しあうこと」であることを話された。日頃

から互いにコミニケションを取っていれば、そうそう争いを起こすことはできない、と戊辰戦争で会

津藩が押し流された歴史の事象を例に話された。 
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そして今回、例の各クラブ紹介を最後に持って行き、それを各分区のガバナー補佐が紹介するス

タイルが定着して来たようで、最後まで参加している、真のロータリアンが多くなっているように感

じた。・・・でも、今後この地区大会の在り方等もロータリーの未来を考えた時、まだまだ改良のよ

りがあると感じております。 

以上をもって報告とします。   

 

◇白岩良子さん               

 

11月 23日・24日に「信頼と友情の握手をしよう！地区大会・會津 

」が開催されました。 

前日の 23日から出席をし「地区リーダー研修セミナー」を受けま 

した。RI研修リーダー本田博巳（ほんだひろき）氏、第 2840地区 

前橋 RCテーマが「クラブの「希望」を語り合おう」-会員基盤の維 

持と強化に向けてーというとても大きなテーマで話されました。 

内容があまりにも高く深い内容で断片的にしか覚えきれませんでした。 

・ クラブの組織・強化は会員一人一人のロータリアンとしての資質・能力の開発 

・ どんなクラブを目指したいのか、自分たちはどんなロータリアンになりたいのか 

・ 変化を強く望む心に希望はある、みんなで語り合いクラブの思いを一つにするところから希望は生

まれる。 

・ 会員増強を一言でいえば仲間を増やすこと、それは生涯の友情に結ばれる仲間になります。 

・ 実行可能な改善      ETC. 

 

本田さん自体素晴らしいロータリーの経歴をお持ちですしとても素晴らしいロータリアンです。ロー

タリーに対してロマンを持っているかたです、私自身もロータリアンとしてロータリーの奉仕・ボラ

ンテイアを通じて自分自身を高めていくことがとても大事だと思うセミナー内容でした 

 

◇橋本紀子さん               

 

順不動ですが、印象に残ったこと 

まずは 

オープニングセレモニーの会津第九の会の演奏です。 

会津出身の偉人松江豊寿（とよひさ）が徳島県の捕虜収容所の所長 

時代に捕虜といえども人道的に接しなければならないという考えの 

もと、ドイツ兵捕虜によるベートーヴェン交響曲第九番の演奏会を 

開いたそうです。 

その初演の年より 100年目にちなんでこの大会で演奏されたとのこと。 

そして、昼の休憩時間をはさんで演奏された 3人のロータリー学友の演奏者も良かった。 

それぞれピアノ演奏の女性、バリトン歌手の男性、ソプラノ歌手の女性と 3 人３様の演奏を聞かせて

くれました。ロータリー財団の成果を感じました。 

会津風雅堂での地区大会にふさわしい演出だと思いました。 

そして、山下光一ＲＩ会長代理はやせ形で物静かな紳士タイプの方でした。ＲＩ現況報告として今年

度のＲＩ会長のテーマ“インスピレーションになろう”の意義を話されました。 
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“ロータリーとは何ですか”という問から始まり、なるほどと納得のいく話をパワーポイントで話さ

れました。 

また講演会の講師は会津若松出身の柳沢秀夫さんでした。テーマは“世界平和を考える”でしたが身近

な家庭の話をおりまぜながら楽しく話が進みました。初対面の知らない人でも自分と何か同じ共通点

を見つけると話がその事ではずみ相手を理解することが出来る。 

いろいろな考え方や文化、習慣の違いがある。皆と違うという事を理解することが大事。 

ある時共鳴して結婚してもお互い相手と自分の価値観との違いとかでケンカになってしまう。 

欠点を認め容認して付き合っていく事が大事です。 

“世界の平和は家庭から”と笑いを誘って話を締められましたが、納得しました。 

また今年の地区大会では特に青少年のために多くの時間を費やしたことは良かったと思いました。ロ

ータリー活動の成果と希望を感じる事が出来ました。 

どの地区大会でも、とにかくガバナー、実行委員長、ホストクラブが一生懸命やって下さっていること

に感謝しますが、今年は特に平井ガバナーが最後の挨拶で言葉が詰まってしまって万感胸に迫るもの

があったのでしょう。お疲れ様でした。 

反省会は八文字屋で３時間近くこれからのクラブや地区の事等、ロータリー活動について舌戦を繰り

広げ有意義な反省会になりました。 

 

◇渡邉宏二さん               

 

私は、地区大会二日目の 11 月 24日（土）会津風雅堂で開催されました本会議に参加してきました。

平井ガバナーの人柄のせいか会員登録が約 1,300 人を超え、私にとっては、内容の濃い実りのある本

会議でした。 

 

オープニングとして会津第九の会の皆様による「交響曲第 9 番」の合唱が見事でした。また、RI 現

況報告で木下光一 RI会長代理が報告した職業奉仕について、自らの職業を見直すのなかで「人間尊重

経営」「人の成長が組織（事業）の成長につながる。柔軟性を活かす。会員と社会のニーズの変化に応

える。クラブの抱える課題では、ベテラン会員と若手会員のギャップ等が特に印象が残っております。 

 

米山親善大使アブデルアール・アハメドさんのスピーチも良かった。また、第 2530地区ロータリー

学友の感謝を込めての「コンサート」がとても良かったです。よねやまのお金が、このように使われて

いることが解り、とても嬉しく思いました。 

 

午後からは、インターアクター、ローターアクター、RYLA 研修経験者、青少年交換留学生、米山奨

学生の紹介があり、なかでも代表スピーチがとても良かった。2530 地区がこれからの青少年奉仕に時

間を費やしていることを具体的に他地区の皆さんに解っていただくことが出来たのでこれからも継続

していただきたいと思います。 

記念講演テーマ「世界平和を考える」講師：柳澤秀夫さんの講演も良かった。世界平和は、あまりに

も大きいテーマなので、まずは、身近な「家庭平和」からということが最も印象に残りました。 

 

今大会も最後に参加クラブの紹介があり、多くの会員の方が残ってくれたので実りのあるとても良

い会員のための地区大会でした。最後に平井ガバナーはじめ準備を進めてきた地区大会実行委員会の

皆様に御礼申し上げます。お疲れ様でした。 
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◇山口 進さん               

 

裏方さんに対する見方として、地区事務局長の永井 

さんお疲れ様でした。 

感動した大会でした。 

 

 

 

◇橋本国春さん               

 

木下光一 RI会長代理の数ある RI現況報告項目から 

「会員と社会のニーズの変化に応える」についての 

感想を述べます。報告のレジメは。 

○かつての典型的なロータリアンのイメージ 

 ・地域の成功した中小企業のオーナー経営者 

 ・地域の成功した専門職業人 

 この層は痩せ細り、この層からの入会者増は期待できない。 

○新たな事業分野、専門職業の登場 

 ・新しいサービス業、コンサルタント、ICT企業、起業家を取り込めていない。 

 ・女性や若い経営者が多い。 

○社会に貢献したいという若者は増えている。 

○ロータリーだけでなく、自分の仕事を見直すことにもつながる。 

この報告は、今クラブで進めている「会員増強・拡大」に大変参考になる。新会員の対

象者は幅広く、そして私たち会員が今やるべきことは、入会しやすい環境整備をすること

だと思いました。あと、地区大会全体の感想は、有意義な地区大会でした。大会は、決ま

りのセレモニーの時間を短く、今知りたいこと、関心あることに時間をとることだと思い

ました。 

 

◇福原義守さん               

 

地区大会は、自分たちが開催した 2016-17 年度の磐梯熱海において開催した地区大会が印象に濃く

残っていて、去年もそうでしたが、どのような大会になるのか期待し席に着きました。 

 コンサートで言えば、特等のかぶりつき S席で、「いいところに座れたな。」と、腰を下ろしました。

しかし、時間がたつにつれて、もう少し、後ろのほうでも良かったかなと思い始めたのは、私だけだっ

たでしょうか。 

 今年度は、大変イレギュラーな開催であったことでガバナーはもとより開催関係者の皆様には大変

な苦労があったことだと思います。しかし、滞りなく開催されたことを、さすがロータリアンのイベン

トだなと感心した次第です。 

 特記したいことは、同日、午前 11時から 12時 30分に、同じ会場内のリハーサル室で今回、2530地

区で初めて「第 1回青少年会議」が、開催されたことです。 

青少年会議は、同じロータリー組織に属する若者たちインターアクト、ローターアクト、青少年交換

留学生、米山記念奨学生が一堂に介し、お互いに情報交換をし合い、それぞれの分野の活動について語
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り合い、つながりを持つことを目的としています。 

今大会のテーマ「信頼と友情の握手をしよう」に則り、自己紹介、そして、握手を交わし合い会議が

始まり、ローターアクト会員の巧みなエスコートで、参加者は、大変有意義な時間を過ごすことができ

たと思います。 

「人生を変えるような貴重な経験を若者に味わってもらいたい」そんな思いがかたちになったよう

でした。インターアクト会員は、外国人米山奨学生たちから話を聞き、違った文化や習慣、考え方に触

れ、グローバルな理解が芽生えたことと思います。 

 私自身にも、大変良い経験と感動を覚えた大会となりました。 
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