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RI 会長テーマ
「Be The Inspiration ＝
インスピレーションになろう」
を考える
地区ターゲット
「研修と活性化」
《その2》

国際ロータリー第 2580 地区
2018-19年度ガバナー

松坂 順一
7 月19 日 東京四谷ロータリークラブを公式訪問

を与える方法の一つだと思います。

【会員増強・新クラブ結成推進】月間

【「研修と活性化」の重要性】

ガバナーが RI から与えられた使命のひとつに「会員増
強」と「新クラブ結成」があります。この２つは重要な

本年度はガバナー補佐の人数を６人から 13人に増員を

テーマです。
「会員増強」とは、クラブ会員を増やすこと

行いました。その理由の一つはガバナー補佐という役

です。 “また増強か” と思われる方も多くいらっしゃる

割を明確にし、地区とクラブとの距離感を縮めること

と思いますが、別の角度からみれば、増強しなければ年

です。形骸化の傾向を見せている各分区の会長・幹事

月が経るにつれてクラブが衰退する危険性が高くなり

会の役割を再構築することです。ぜひとも、ガバナー補

ます。ぜひともクラブの安定的な継続のためにも、会員

佐をお客さまでなく、よき、アドバイザーとして活用い

増強をお考えください。もうひとつは「新クラブ結成」で

ただく様、お願いいたします。そしてもう一つのガバ

す。２月に東京丸の内 RC が新しくできました。特長は

ナー補佐の役割として、青少年奉仕に関する危機管理

女性会員に広く門戸を開けていることです。約半数が女

を適法的に、スピーディにすることです。ハラスメント

性会員だということで、新しい風を巻き起こすことを期

の定義は時代と共に変化しています。次世代につなぐ

待しております。また、当地区では 12：30 〜 13：30

重要な活動ですから、注意深く対応すべきだと考えま

の伝統的なランチタイムの例会時間が主流です。他地区

す。最後にガバナー公式訪問ですが、クラブ委員会の発

では例会時間が、早朝、アフタヌーン、夜間と多様性があ

表の場になる傾向があります。RI の役員であるガバ

るクラブも見受けられます。地域毎のライフスタイル

ナーと共に議論をし、ロータリー活動を多角的にそし

に合わせた例会時間を考え、職業分類を見直し、新たな

て深く理解する機会だと認識し、楽しく議論を深めた

業態の人々を入会させることが、ロータリー活動に活力

いと存じます。
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月間テーマ

8月は会員増強・新クラブ結成月間です

地区拡大増強委員長メッセージ

ロータリー衛星クラブの活用を促進しよう
地区拡大増強委員長
直前ガバナー

吉田 雅俊
（東京新都心RC）

イアン・ライズリー 2017-18 年度 RI 会長は、昨年

⑴ 衛星クラブを活用しグループ (5 〜 6RC) 活性化

1 月の国際協議会にて、世界で年齢を登録している

グループの 60 歳以上の会員に 1 名以上の後継者

ロータリアンの大半は 60 歳以上であり、会員の老

かそれに準ずる衛星クラブの会員候補者を推薦し

齢化は年々進んでいると言っておりました。昨年度

てもらう。目標 20 名。

私が 69 クラブをガバナー公式訪問した際、70％以
上のクラブの平均年齢が 60 歳を超えており、当地

⑵ 例会頻度、形式、出席における柔軟性

区 3070 名のうち約 60%（推定 1800 人）が 60 歳以

衛星クラブは、若い世代の人達にとって参加しやす

上、約 35％（推定 1000 人）
が 70 歳以上でした。

い例会回数、時間帯、食事の有無、インターネット併
用又はインターネット例会、ローターアクターを会

30 名以下のクラブは中央分区 2 ／ 16 クラブ、北分

員として受け入れる等、柔軟性のある運営をする。

区 2 ／ 15 クラブ、東分区 6 ／ 16 クラブ、武蔵野分
区 4 ／ 6 クラブ、多摩分区 2 ／ 6 クラブ、沖縄分区

⑶ 衛星クラブとスポンサークラブと共同活動

3 ／ 11 クラブで合計 19 クラブです。

衛星クラブの会員は、積極的にスポンサークラブの
親睦等各種活動への参加、奉仕活動への参加、合同

そして、30 名以下のクラブの殆どが、会員の 60％

例会等を行いロータリーに対する理解を深める。

以上が 60 歳代と 70 歳代以上です。
もし増強を充分に行うことができなければ、5 年後

衛星クラブは、ロータリークラブの設立を目指す段

10 年後という尺度で考えると、クラブの存続という

階的組織ですが、スポンサークラブとの合併やスポ

面では危機的状況といえるのでは無いでしょうか。

ンサークラブへ会員の移動も容認する、柔軟性に富
んだ組織であるべきと考えます。

今年度の地区拡大増強委員会は、6 名のパストガバ
ナー補佐が委員会メンバーです。それぞれに各分区

ガバナー補佐のリーダーシップで、各グループ (5 〜

の 13 名のガバナー補佐と連携して、ガバナー補佐

6RC) に 1 つ以上の衛星クラブの設立を目指すこと

の担当するグループ (5 〜 6RC) に対して、きめ細か

も有効な拡大増強策と思います。既存のロータリー

い、１つ１つのクラブの実状に合った対策を講じる

クラブも増強や組織強化のためにクラブ運営面での

よう、クラブの会長幹事及び拡大増強委員会に有効

柔軟性について一考の余地があると思います。

な情報を提供して貰おうと考えております。
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From Assistant Governors

井上 貴夫

八木 敏廣

江川 勝

小川 光生

斉藤 実

大野 利美知

中村 伸治

鈴木 隆雄

藤野 豊

稲川 一

芝田 祐蔵

藤掛 靖元

仲田 憲仁

東分区ガバナー補佐

ガバナー補佐からみたガバナー補佐13人体制

鈴木 隆雄
（東京江東RC）

ガバナー補佐 13 人体制になって、そのガバナー補

度は、地区の内部組織を効率的に運用する、いわば地

佐自身がどうクラブを支援し、活動していくか、現

区とクラブの橋渡しをするための制度です。13 人の

在の状況を報告します。

ガバナー補佐が、その役割を果たすことによってク

もちろん各ガバナー補佐は、初めての補佐経験です

ラブと地区を活性化することができます。

から過去の 6 人体制との比較はできません。しか

ガバナー補佐 13 人が同じように責務を果たすため

し、今年度自分に与えられた責務を忠実に一生懸命

に、研修をしました。
年度が始まる前の 2017 年 11

果たすことによって、分区とクラブにいい影響を与

月から 2018 年 5 月まで 7 回、
13:00 から 17:00 まで、

えられればと考えています。その良好な結果が 13

ロータリーの各分野にわたって、講義とディスカッ

人分集まれば、地区にもいい影響を与えることがで

ションを積み重ねました。
私たちガバナー補佐候補

きます。

者にとっては、補佐研修をすること自体想定外でし

もともとガバナー補佐の責務には、地区に対して、

たし、人によって不得手な分野もあるようだったの

各クラブの強みや弱み、目標に対する進捗状況をガ

で、研修計画を消化できるか、出席率を維持できるか

バナーに伝える、地区の研修セミナーに出席する、

不安もありましたが、回を追うごとにガバナー補佐

奉仕活動に参加するなどの責務があります。

の積極性が増してきて、いい研修をすることができ

一方クラブに対しても、定期的にクラブを訪問す

たと思っています。
皆自信を持つことができるよう

る、ガバナーからの要請を実行するよう呼びかけ

になりました。

る、
各クラブの将来のリーダーを探し、
育成するなど

これからはクラブや分区でその成果を発揮すること

という役割があります。
このようにガバナー補佐制

を目標としています。
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地区委員会活動報告

RI 規定審議会に制定案を３案提出
1. 人頭分担金の値上げに歯止めをかける件
2. 標準ロータリークラブ定款第 3 条の「クラブの目的」を削除する件
3. 標準ロータリークラブ定款第 6 条に「4 つのテスト」を明記する件

RID2580

地区立法案検討委員会
委員

中川 雅雄
（東京浅草RC）

“サイレントマジョリティ”より“ヴォーカルマイノリティ”へ ❶
ロータリーの組織運営にクラブの声を反映させるため

ナー＋各分区からメンバーを集めた、いわば当地区の

の規定審議会が 2019 年４月にアメリカのシカゴで開

手続きに関するエキスパート集団として運営されてい

催されます。最初は国際大会の決議委員会で審議されて

ます。昨年の３月より活動を始め、委員会、作業部会を

いましたが、ロータリーが拡大するにつれて、膨大な制

月１回のペースで開催しております。

定案や決議案を討議するようになりました。1930 年シ

昨年は各クラブからご意見、委員会での議論の結果、３

カゴ国際大会では、５日間の大会中、３日間も費やすこ

つの制定案を策定。その後、在京および沖縄分区のクラ

とになりました。その事態を踏まえ、1932 年シアトル

ブ会長会議での決議を経て、2017―18 年度吉田雅俊ガ

国際大会で規定審議会発足案が提案されました。その

バナーの署名を受け、RI に提出いたしました。とくに人

後、数々の変更が加えられ、1972 年 RI の立法機関が規

頭分担金の値上げに歯止めをかける制定案は、同様の

定審議会に一本化、３年毎の開催、電子投票システムの

制定案を提出した他地区との共同提案の形になりまし

導入等、現在の規定審議会の姿になりました。

た。この流れが、2018 年 6 月 RI 理事会での RI の追加

さて 2016 年の規定審議会では、クラブ標準定款に大幅

会費の 0.5 ドル削減の要因のひとつになったかも知れ

な変更が加えられクラブ運営の自由度が高まりました。

ません。

皆さまのクラブでも、入会金や例会数に関して議論され

ロータリー活動にかぎらず “サイレントマジョリティ”

たと思います。

より“ヴォーカルマイノリティー”として、声を挙げ、行

この事態を踏まえ、2016―17 上山昭治ガバナー年度の

動することが重要だと再認識をいたしました。

地区大会において、決議第７号で、地区立法案検討委員

RI に意見を述べましょう。申請形式は当委員会で整え

会の設置が決まりました。構成メンバーはパストガバ

ます。皆様のご意見をお待ちしています。
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新クラブニュース

東京丸の内ロータリークラブ
国際ロータリー加盟認証状
伝達式報告
東京丸の内RC
創立会長

尾崎 由比子
2018 年 5 月 28 日、東京ステーションホテル鳳凰の

ご参列くださる中、創立記念事業としてロータリー

間にて、東京丸の内 RC の国際ロータリー加盟認証

財団、米山記念奨学会、千代田区社会福祉協議会へ

状伝達式を開催いたしました。2 月 26 日に RI より

の寄付を行い、当クラブの地域奉仕の初めの一歩を

正式に加盟認証をいただいてから、新クラブアドバ

踏み出すことができました。初めての経験となる

イザーの牛島聡東京お茶の水 RC 会長のご指導、ス

ロータリークラブの格式高い伝統的式典は、創立会

ポンサークラブである東京お茶の水 RC の皆様のご

員にとって一生忘れることのできない貴重な思い

協力、地区の皆様のご支援のもと、当クラブらしさの

出となりました。当クラブは、ロータリークラブと

演出を意識しながら準備をしてまいりました。会の

初めてご縁を結ぶ現役世代が集まって設立したク

冒頭で会員の制作によるウェルカムムービーを上

ラ ブ で す。例 会

映。
そこには、丸の内の美しい街並みを背景に、奉仕

は月 2 回ですが、

の精神を情感的に表現しながら、私どものロータ

SNS やインター

リー活動への意欲を込めてみました。
式典では、多く

ネットを駆使す

の先輩ロータリアンの見守る中、吉田雅俊ガバナー

ることで、随時

から直接認証状を授与していただくという、格別な

RI や第 2580 地

「感動」をいただきました。 そして石川雅己千代田

区の情報を共有し、機動的で透明度の高い活動を目

区長、 戸田一誠パストガバナー、吉田建二パストガ

指しております。

バナー、上山昭治直前

クラブのテーマは「伝統と革新」
。創立〜 2019 年度

ガバナー、松坂順一ガ

のスローガンは「歴史を学び、未来を創る」です。
会

バナーエレクト、新ク

員自身の職業経験や幅広いネットワークによる情

ラブアドバイザーの牛

報から、今まであまり対象となっていない分野への

島聡会長からご祝辞と

奉仕活動や、
2020 年のオリンピック・パラリンピッ

ともに温かい励ましの

クイヤーに向けて、海外からのメークアップも積極

お言葉をいただきまし

的に受け入れてまいります。
東京丸の内 RC 会員一

た。ご来賓として石川

同力を合わせて盛り上げていく所存でございます

雅己千代田区長、池田

ので、皆様ご指導ご佃撻のほど、どうぞよろしくお

直仁丸の内消防署長が

願い申し上げます。
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地区行事予定表 8 月分 (2018/7/26 現在 )
1 水
2 木

10:30-13:30

東京福生 RC ガバナー公式訪問 ◉石川酒造（株）

16:00-

地区米山奨学委員会打合せ ◉ガバナー事務所 1F

10:30-13:30

東京池袋 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルメトロポリタン

3 金
4 土

青少年交換来日学生到着指定日（8/4 または 8/5）◉羽田または成田空港

5 日

青少年交換来日学生到着指定日（8/4 または 8/5）◉羽田または成田空港
09:30-19:00

インターアクト年次大会 ◉（沖縄）昭和薬科大学附属高等学校

6 月

10:30-13:30

東京池袋西 RC ガバナー公式訪問 ◉東武百貨店 14F バンケットホール

7 火

10:30-13:30

東京後楽 RC ガバナー公式訪問 ◉東京ドームホテル

8 水

10:30-13:30

東京ワセダ RC ガバナー公式訪問 ◉リーガロイヤルホテル東京

9 木

10:30-13:30

東京江北 RC ガバナー公式訪問 ◉上野精養軒

14:30-

前年度会計監査 ◉ガバナー事務所 1F

15:30-18:30

第 1 回地区研修会／ 18:30-20:00 懇親会 ◉ホテルグランドパレス 2F ダイヤモンドルーム／ 2F チェリー

16:00-

多摩分区連絡会／ 18:00- 懇親会 ◉青梅スイート・プラム

10 金
11 土

青少年交換来日学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ／日本語研修〜 8/19（日 ) ◉コロンビアインターナショナルスクール

12 日
13 月
14 火
15 水
16 木

青少年交換 来日・派遣合同ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ〜 8/19（日 ) ◉コロンビアインターナショナルスクール

17 金
18 土
19 日
20 月

12:00-15:00

一般社団法人 R の友事務所 理事会・常任委員会

14:30-

地区会計処理 ◉ガバナー事務所 1F

21 火

10:30-13:30

東京セントラルパーク RC ガバナー公式訪問 ◉ハイアットリージェンシー東京

22 水

10:30-13:30

東京練馬中央 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルカデンツァ光が丘

12:00-16:30

一般社団法人 R の友事務所 第 2 ゾーン会議 ◉メルパルク東京

14:00-17:00

地区大会打合せ ◉ホテルカデンツァ光が丘 2F 天元

15:00-17:00

（在京）地区国際奉仕委員会 ◉ガバナー事務所 B1F
地区 RYLA 委員会

23 木

24 金

10:30-13:30

東京向島 RC ガバナー公式訪問 ◉東武ホテルレバント東京

15:00-17:00

地区米山奨学委員会 ◉ガバナー事務所 B1F㱻那覇 RC 事務局

14:30-15:30

ロータリー平和センター・ホストエリア連絡協議会 ◉国際基督教大学アラムナイハウス 2F ラウンジ

16:00-17:00

第 17 期ロータリー平和フェローとカウンセラーの初顔合せ会 ◉国際基督教大学アラムナイハウス 2F ラウンジ

16:00-

一般財団法人比国育英会バギオ基金 第 10 期第 1 回理事会 ◉弘済会館

13:50-

ローターアクト地区行事「Love Act 〜深めよう！障がい者理解〜」／ 17:00- 懇親会

25 土
26 日

◉小島社会教育館 多目的ホール／えんや御徒町店
27 月

地区拡大増強委員会 ◉日税ビジネスサービス
10:30-13:30

28 火

東京浅草 RC ガバナー公式訪問 ◉浅草ビューホテル

12:45-17:00

RI 第 2 ゾーン戦略計画推進セミナー／セミナー終了後 懇親会 ◉国立オリンピック記念青少年総合センター

09:00-15:30

↓

10:30-13:30

東京江東 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルイースト 21 東京

29 水

10:30-13:30

東京豊島東 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルメトロポリタン

30 木

10:30-13:30

東京ベイ RC ガバナー公式訪問 ◉ロイヤルパークホテル

14:00-16:00

日本のロータリー 100 周年「記念事業等委員会」◉ガバナー事務所 B1F

31 金

16:00-19:00

東京リバーサイド RC ガバナー公式訪問 ◉ホテルラングウッド

10:30-13:30

東京小石川 RC ガバナー公式訪問 ◉ホテル椿山荘東京
＊日程は毎週更新されています。詳細は地区のウェブサイトでご確認ください。
＊地区の行事は「事前登録制」です。事前登録をなさらないで、参加される場合は、必ず当該行事の担当者にご連絡の上ご参加ください。
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2018 年 8 月号

謹んで哀悼の意を表します。
佐々木 通博 会員

遠藤 正一郎 会員
（えんどう しょういちろう）

（ささき みちひろ）

（東京麹町 RC）

（東京豊島東 RC）

逝去日 2018 年 7 月 5 日 享年 78
入会日 1986 年 2 月 19 日
一級建築士事務所 株式会社アーバンプラン
技術顧問 執行役員
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

逝去日 2018 年 5 月 25 日 享年 81
入会日 1994 年 6 月 20 日
株式会社マルショウエンドウ 代表取締役会長
ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者

ご厚意に対し、深く感謝申し上げます。
マルチプル･ポール･ハリス･フェロー
2回
守谷 幸夫
（東京新宿）
1回
増田 雅秀
（東京ワセダ）
ポール･ハリス･フェロー
志村 久弥
（東京新宿）
ベネファクター
大崎 輝昭
（東京新宿）
米山功労者・メジャードナー
19 回
浅川 皓司
（東京王子）
12 回
西脇 修
（東京紀尾井町）
米山功労者・マルチプル
8回
嶋村 文男
（東京東江戸川）
6回
小出 豊
（東京本郷）
BUI LE ANH XUAN （東京田無）
4回
林
一好
（東京本郷）
2回
青木 隆幸
（東京お茶の水）
斎藤 陽彦
（東京本郷）
長久保スミ子
（東京本郷）
松村 哲也
（東京田無）
米山功労者
長尾 進也
（東京新宿）
中村ひろみ
（東京紀尾井町）
金子 知未
（東京田無）
6 月 30 日分まで

敬称略、順不同

編集後記
7 月 17 日の東京北 RC を皮切りに
「ガバナー公式訪問」
が始まりました。7 月 19 日に私ども ( 東京四谷 RC) を訪
問されました。松坂順一ガバナーの卓話は、RI 会長の今
年度テーマ「インスピレーションになろう」と当地区の年
度ターゲット「研修と活性化」を主な話題にされると思っ
ていました。
例会前のクラブ協議会では、クラブの長期ビジョンの
必要性や会員増強、新たな奉仕活動展開など、当クラブが
抱える問題点について意見交換をしました。その後の例
会卓話では、予想に反して上記のクラブ内事情を親身に
なって会員諸氏にわかりやすく、やや脱線気味に語りか
けてくれました。この対応に、例会後の会長・幹事が大感
激、ともに 40 歳代ですが、
「ガバナー訪問前からとても緊
張していたが、ガバナーがとても近くに感じられました」
と語っていました。これも松坂ガバナーのお人柄ですね。
しかしこれには伏線があります。ガバナー公式訪問の
１週間前の例会に、当クラブ担当の八木敏廣ガバナー補
佐 ( 東京新宿 RC) が訪問される機会があり、「松坂ガバ
ナーの今年度の方針」という卓話がありました。
八木ガバ
ナー補佐は新宿地区の５クラブを担当されています。前
年度から 5 回にわたり「次年度会長・幹事会」を開催。
八
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木ガバナー補佐の指導のもと、RI 会長のテーマや松坂ガ

2017 年 7 月 1 日クラブ数
2018 年 6 月末クラブ数
2018 年 6 月平均出席率
2017 年 7 月 1 日会員数（前年度から継続）
( 内女性会員
2018 年 6 月末会員数
( 内女性会員
2017-18 年度会員増減数
2017-18 年度女性増減数
2017-18 年度入会者
2017-18 年度退会者

バナーの年度ターゲットについて、当クラブの会長・幹

69RC
70RC
82.03％
3,018 名
188 名 )
3,017 名
204 名 )
ー1 名
16 名
309 名
310 名

事はじめ他の４クラブの会長・幹事も新宿チームの一員
として良く理解していました。
ガバナー補佐が事前に今年度の方針を説明しているた
め、公式訪問当日は、ガバナーはクラブに合った話に時間
を割くことができ、限られた時間を効果的に活用するこ
とに繋がりました。若いクラブ会長・幹事をガバナーが
公式訪問時に会員の前でフォローする。ガバナー、ガバ
ナー補佐、クラブ会長・幹事の連携プレー。そこから生ま
れるチームワークが存分に効果を発揮しはじめた 1 日で

ロータリー活動での疑問点や確認されたいことがございましたら、
何でもご相談ください。ガバナー以下地区役員が検討して、
次号のガバナー月信でお答えします。ご連絡はこちらまで。
ガバナー月信専用アドレス

した。
地区副幹事 ガバナー月信担当
佐藤文則（東京四谷 RC）

fuminori.satoh.set@gmail.com
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