
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ゲスト：

国際ロータリー第2710地区ガバナー

沖田 哲義 様（下関ＲＣ）

随行幹事 櫛田 宏治 様（下関ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様（尾道東ＲＣ）

ガバナー補佐幹事 小林 暢善 様（尾道東ＲＣ）

□ビジター：倉本 実 様（呉ＲＣ）

□特別スマイル

・沖田哲義ガバナー様

・元廣清志Ｇ９ガバナー補佐様

・沖田ガバナーへの公式訪問を心より歓迎申し上

げます。 （木村安伸）

・９月７日の頼山陽まつりが盛会の内に出来まし

た。皆様ご協力有難うございました。

（市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・例会後のフォーラムに於いて、各自自己紹介を

して頂きますので宜しくお願い致します。

会長 木村 安伸

本日は先ずこのことから話させて戴きます。

2020年のオリンピック・パラリンピックが東京で

開催されることに決まりました。これは子供達に

夢と希望を与え、東日本災害復興を促進し、更に

日本経済の成長に大いに寄与するものと期待され

ます。皆さんと共にこの喜びを分かち合いましょ

う。

さて、改めて本日はガバナー公式訪問例会でござ

います。RI第2710地区ガバナー沖田哲義様、随行

幹事櫛田宏治様大変ご多忙の中ようこそ竹原ロー

タリークラブにご来訪戴きまして、誠にありがと

うございます。年1度のガバナー公式訪問を当ク

ラブ会員一同心より歓迎申し上げます。そして、

ガバナー補佐元廣清志様、ガバナー補佐幹事小林

暢善様にはプレ公式訪問に引き続きお世話になり

ます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

本年度のロンD・バートンRI会長テーマは、『ロー

タリーを実践し、みんなに豊かな人生を』です。

そして沖田ガバナーは、その信条を『奉仕活動を
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本日のプログラム ９月１９日（18:30～） 次週のプログラム ９月２６日

外 部 卓 話

タネット アナウンサー 岡田貴恵 様
新世代奉仕委員会担当例会

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか

【２０１３年９月１２日 第２３９８回例会記録】



見直そう、「新しい奉仕活動への挑戦」』と掲げ

られました。

私は、これを受けまして当クラブの運営方針は、

各ロータリアンが自分の身を修め、実力を涵養し、

ロータリーをしっかり自分の中に取り込み、人生

に反映させながら、ロータリーの奉仕活動の改革

にチャレンジすることであると理解し、４つの重

点目標を示しました。

沖田ガバナーに於かれましては、丁度1年前の9月

にロータリー概論「ロータリーとは」を作成され、

その内容に従って本年度の地区運営に当たられる

ものとして、本年1月私共に届けられています。

また、本年度はロータリー財団の未来の夢計画の

実施初年度となるので、沖田ガバナーは予め新地

区補助金申請は、質も量も大きく変わって欲しい

と述べられました。

後ほどのガバナー卓話及び元廣ガバナー補佐司会

によるフォーラムに於いても、これらのことにつ

いて触れて戴くことがあろうかと存じます。

本日は、会員一同がロータリーを学び、奉仕の理

念が更に実践出来るロータリアンへの成長を目差

して参りたいと存じます。宜しくお願い申し上げ

ます。

なお、夜船会長エレクトは、9月7日（土）第5期R

LI－2710分科会研修パート３及び卒後プログラム

を終了されました。おめでとうございます。後日

ご報告をお願いします。

これで会長の時間を終わります。

□会員増強委員会 委員長 下山 生修

９月１９日の例会のゲストにタネットのアナウン

サーの岡田貴恵様をお迎えします。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 吉本きよ子

ぶちええ竹原まつりへ参加致します。内容につい

ては委員会で相談しながら進めたいと思いますの

で宜しくお願い致します。

木村安伸会長がポール・ハリス・フェロー賞、米

山功労者（第一回）を受賞されましたので、沖田

ガバナーより授与して頂きました。

2012-13年度荒谷会長より、円山会員へ表彰状及

び記念品が贈呈されました。

国際ロータリー第2710地区ガバナー

沖田 哲義 様

皆さん、こんにちは。２０１３-２０１４年度、

２７１０地区ガバナーの沖田哲義でございます。

所属は下関ＲＣでございます。

私共も実は例会の前に体操をやるんです。ビック

リしました。本日が３１回目の公式訪問になりま

すが、その中でラジオ体操をやったのは竹原だけ

でございます。７４クラブありますが、例会前に

体操するのは竹原と下関クラブの二クラブくらい

じゃないかなと、大変親近感を覚えました。

本日は竹原ＲＣの皆さまに、温かくお迎えをいた

だきましたことを、まずもって衷心より御礼を申

し上げます。

さて私たちガバナーには、担当地区内の各クラブ

への公式訪問の際に、絶対に行わなければならな

いとされている義務があります。それが、ＲＩ会

長の掲げられた、ＲＩテーマおよび会長強調事項

の伝達とその解説であります。これはガバナーが

当該地区における、ＲＩの唯一の役員だからであ

ります。

今年度のＲＩ会長はロン D．バートンさんであり

ます。会長の掲げられたＲＩテーマおよび会長強

調事項は、次のとおりであります。

先ず第一にＲＩテーマについてです。原文の英語

では「Engage Rotary,Change Lives」となってお

ります。公式の日本語訳では「ロータリーを実践

し、みんなに豊かな人生を」となっております。

これに私は「ロータリーを自分の中に取り込んで、

皆さんの生き方を変えなさい」という訳文を加え

ております。



その理由は、バートン会長がサンディエゴにおけ

る国際協議会の演説の中で「ロータリーの奉仕で

は、努力すればするほど多くを得ることができま

す。そして、何よりもあなた自身の人生が一番豊

かになるはずです」と述べられ、またＲＩ会長メッ

セージの中でも、同様のことを述べられているか

らであります。

さらに極めて重要なことですが、このＲＩテーマ

は、RIの第二標語であります、アーサー・フレデ

リック・シェルドンが提唱しました「He Profits

Most Who Serves Best」という、奉仕の実践理

論と同じであるという点であります。

この点につきましては、本年５月１６日に、私は

広島市におきまして、直接バートン会長から確認

をしております。

その詳細につきましては、私のガバナー月信の第

１号に記載しておりますので、ご参照いただきた

いと思います。

この中で特に私が強調したかったのは私の同期の

ガバナーの一人から以下のような感想を述べられ

た点であります。原文のまま読ませて頂きます。

「沖田さん、ありがとう。素晴らしい成果です。

歴史的瞬間と言ってよいかもしれません。

シェルドンの標語を職業奉仕にだけ結びつけ、逆

に第一標語の「超我の奉仕」を人道的奉仕活動を

示す言葉だとして軽視する特殊日本的な議論を見

直す貴重なエピソードですね。これから大いに利

用させて頂きます。感謝」

これは日本での第一標語と第二標語に関する非効

果的な神学論争を終結させようとするものだと思

います。

そこで私は、本年度ＲＩテーマを理解するために

も、地区内のロータリアンの皆さまには、ＲＩの

第二標語を、もう一度しっかり勉強していただき

たいと、かように考えております。

ちなみに、この第二標語が、現代におけるロータ

リーの対外的活動の重要な理論的支柱であること

につきましては、ＰＥＴＳの際にもお話をしまし

た。これが当に神学論争を終結させようとする議

論構成の一つなのであります。又この点につきま

しては、私の作成した「ロータリーとは」と云う

小冊子、これには副題として「ロータリー概論」

とつけておりますので以下概論と言いますが、こ

の概論や本年6月5日付の会員開発委員会での質問

に対する解答、以下これを解答書と言いますが、

これらの中にも詳細に述べておりますのでご参考

にして下さい。

次にＲＩ会長強調事項についてです。この事項は、

以下のとおり三つあります。先ず一つ目が会員増

強の推進です。二つ目がロータリー財団を通じた

人道的奉仕の充実です。三つ目がロータリーファ

ミリーを通じたネットワークの強化です。

そこで、以下、この三つの強調事項に関する必須

項目につきましてご説明致します。まず第一に会

員増強についてです。この必須項目としましては、

入会希望者を増やし、会員を有することにより、

７月１日から３月１日までの間に、会員を少なく

とも１名純増させるということになっております。

第二に「ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充

実」についてです。この必須項目としましては、

地元または海外で、少なくとも一つのロータリー

重点分野に関連する、奉仕プロジェクトに参加す

るということになっております。

因みにロータリーの重点分野とは、次の六つの重

点分野であります。

一つが、「平和と紛争予防／紛争解決」、二つ目

が「疾病予防と治療」、三つ目が「水と衛生」、

四つ目が「母子の健康」、五つ目が「基本的教育

と識字率の向上」、最後に六つ目が「経済と地域

社会の発展」であります。

この六つの重点分野は、ロータリー財団の四つの

使命であります、「健康状態の改善」、「教育へ

の支援」、「貧困の救済」「世界理解、親善、平

和の達成」、この４つを具体化したものでありま

す。RIもこの六つの重点分野を、奉仕活動の優先

的な対象分野として決定したと言われております。

ただしこの決定時期についていささか不明確であ

ります。なお奉仕の理想と四つの重点分野につい

てはＰＥＴＳの際にもお話しました。概論や解答

書の中に詳細に述べておりますので時間の関係上

今回は省略させて頂きます。

第三に「ロータリーファミリーを通じたネットワー

クの強化」についてです。

このロータリーファミリーとは、文字通りロータ

リアンの家族を含みますが、それ以外にもロータ

リーと関係する団体や個人など全てを含みます。

例えばインターアクト、ローターアクト、ＲＣＣ、

学友会などであります。この必須項目としては、

以下のいずれか、または両方を達成することとさ

れております。その一つが、全てのクラブ会員と

その家族が参加する、親睦活動または奉仕活動を、

少なくとも１回行うこと、二つ目が、地元地域の

奉仕プロジェクトにおいて、ロータリー以外の団

体と協力することです。ちなみに、このロータリー

以外の団体とは、ロータリーファミリーの団体を

含みます。以上がＲＩテーマとＲＩ会長強調事項

であります。

次に私の掲げました地区ガバナー信条、以下ガバ

ナー信条と言いますが、これらと信条とＲＩテー

マとの関係を整理しておきます。私はガバナー信

条として、以下のものを掲げました。「奉仕活動

を見直そう、新しい奉仕活動への挑戦」でありま

す。このガバナー信条は、昨年の９月の段階で発

表したものです。したがって、サンディエゴでの



国際協議会を待たずに発表したのであります。こ

のように、極めて早い段階で発表した理由の一つ

には、私の年度が、ロータリー財団の「未来の夢

計画」の実施年度に当たることがあげられます。

この実施年度という点につきましては、どなたが

ＲＩの会長に就任されようとも、変更できないこ

となのであります。しかも、夢計画の運用いかん

によっては、ＲＩの奉仕活動自体が、将来的には

革命的に変化する可能性があります。

そこで私は、従前の奉仕活動を見直し、ＲＩの奉

仕活動とロータリー財団の補助金活動を一体的、

すなわち両者は切っても切り離せないこととして

捉えた上で、外に向かっての対外的な奉仕活動を、

力強く、早急に前進させる必要があると思い、い

ち早くガバナー信条を定め、これに基づくガバナー

指針を発表したのであります。

こうして私は、国際協議会に臨んだのであります。

しかし、そこで発表されたバートン会長の先ほど

のＲＩテーマは、私のガバナー信条とほとんど同

じだと感じました。

なぜならば、会長賞説明文の中では、先ほど述べ

ましたとおり「ロータリー財団を通じた人道的奉

仕の充実」と述べられているからであります。こ

れは、私の目指そうとしております、ＲＩの奉仕

活動とロータリー財団の補助金活動の一体化をも

意味しているものと思われるからであります。ま

た挨拶文では「チャレンジ」、挑戦と述べられて

いるからであります。

次に運営の重点方針についてであります。先ず第

一が、ＲＩの奉仕活動とロータリー財団の補助金

活動の一元化です。以下、両活動を総称して「ロー

タリー活動」と言います。

この一元化の必要性につきましては、すでに何度

も述べておりますが、ロータリー財団に対するア

レルギーを取り除き「未来の夢計画」を確実に遂

行するためのものであります。またこの一元化に

つきましては、次の三点を考えております。

その一つが、意識面と組織面の一元化です。この

意識面といいますのは、ある事業を行う場合、そ

の資金の出所をクラブに求めるのか、あるいはロー

タリー財団に求めるのか、それとも全く違う第三

者に求めるのかというように、奉仕活動と補助金

活動の違いを、単なる財源の相違程度として、気

楽に考えようじゃないかというものであります。

また組織面といいますのは、ある事業を行う場合、

常に、あるいはまた、必要に応じて奉仕プロジェ

クト部門とロータリー財団部門が共同して企画を

するという、柔軟な組織の構成であります。

更に最近気が付いた重要な点ですが、それは活動

基準の一元化です。即ちロータリー財団の補助金

基準とＲＩの奉仕活動の適合基準の一元化です。

本来、両活動とも同じ基準に基づいて行わなけれ

ばならないのですが、現状は違っている気がしま

す。しかしこの解決は一地区では不可能です。Ｒ

Ｉとロータリー財団が協議をして決定する必要が

あると思います。二つ目が、従前のロータリー活

動の分析と評価です。三つ目が、望ましいロータ

リー活動の研究と提言です。今、述べました二つ

目と三つ目につきましては、地区大会で発表する

予定にしております。

ここで、お時間を頂いて地区大会のＰＲをさせて

いただきます。私共の地区大会では大懇親会を復

活させます。既に私共は二度の試食会を行ってお

ります。料理も下関の名物であります、フグ刺し

です。一生懸命学んでいただいた後は楽しくお食

事をしてゴルフを楽しんでいただく、こういう企

画をしております。皆さんのご支援のお蔭で1600

名を越す登録をいただきました、ゴルフも200名

を越すエントリーをいただきました。十分にご堪

能いただきたいと思います。

さて、話を元に戻しますが、あとは未来の夢計画

の確実な実行、会員増強、SAKUJI作戦、ソーシャ

ルメディアの活用であるとか等でございます。そ

の他に運営の具体的な目標はございますが時間が

押してきましたので割愛させていただきまして、

その中の一つですが、ＲＩ会長賞への挑戦です。

これにつきましては先ほど、三つのカテゴリーの

必須項目を実行し、同時に各カテゴリーの中から

三つの項目の達成するというものです。

但し、いま問題になっているのが、竹原クラブの

ように新地区補助金を申請されなかった場合、あ

るいは申請したが採用されなかった場合、これに

ついては既にこのＲＩ会長賞への資格がないので

はないかと云う疑問が出ております。どういうこ

とかと云いいますと、第二の強調事項がロータリー

財団を通じた人道的奉仕の充実となっています。

ロータリー財団を通じたとなっていますので補助

金をいただいて活動しなければこれに該当しない

のではないかと云う意見が出ています。

私も解釈上ではそうなるかと思いまして、ＲＩ日

本事務局へ問い合わせておりますが、そうだと云

う答えと、そうではないと云う答えと両方あり、

まだ明確な回答は得られていません。いずれハッ

キリすると思いますが、そう云う危惧があるとい

うことをお伝えしたいと思います。

そこで今度は竹原クラブの特色について本年度の

事業計画を中心にしながら要点を見渡しましたの

で感想を述べたいと思います。

先ず最初に木村会長が掲げられたクラブ運営方針

についてですが、今一度原点に立ち返り次年度の

50周年に向けて、更なる発展を目指すと提唱され

ております。具体的に以下の４点を重点目標に掲

げられています。

1．例会を活性化させ、楽しみながら会員一人ひ



とりが自分の役割りを発揮しよう。

2．地元地域社会の新たなニーズを掘り起こし、

奉仕活動・夢計画を強力に推進する。

3．会員増強・維持に知恵を絞り、効果的なクラ

ブとなるための取り組みを強化しよう。

4．創立50周年へ向けて全会員が情熱を注ごう。

４点とも素晴らしい目標だと思います。是非実現

していただきたいと思います。

次に組織面について申し上げます。会員数は現在

３４名、うまくＣＬＰを活用され、ＣＬＰ採用の

典型的なクラブとして大変素晴らしいと思います。

活動面では、会員３名純増の目標、是非達成して

いただきたい。そのためにも３班体制の確立をし

ていただきたいと思います。出席率は昨年度は90.

54％ですので、今年度はこれ以上を目指し決して

90％を割らないようにお願いをしたいと考えます。

職業奉仕については他クラブと同じような活動を

されています。本年は職業奉仕の研究と深化を考

えていただきたいと思います。これにつきまして

は私の解答書をご利用いただきたいと思います。

社会奉仕につきましては、新しい奉仕活動の模索

をし計画するとなっております。是非実行してい

ただきたいと思います。またかつて寄贈した構造

物のメンテナンスを実施する、これは大変重要な

作業でございます。竹原ロードレースのぜんざい

サービス、これもロータリーの広報活動になりま

す。先ほど円山会員が表彰を受けられました。

津軽三味線の公演会ということで、50名の筑波大

学の学生が来られたとお聞きしました。

収益金を福島県小高ロータリークラブへ全て贈ら

れ、国際ロータリー第２５３０地区昨年度ガバナー

伊藤さんからの感謝状も見させて頂きました。

大変素晴らしい事業だと思います。社会奉仕と云

うものが、今どうしてもクラブを中心だといわれ

ています。本来は個人もクラブも同じように行う

ことが原則だと思います。円山先生はご自分でお

やりになって、それをクラブ全体がバックアップ

する。大変素晴らしい形態だと思います。

次に青少年奉仕であります。ＲＩの奉仕活動が青

少年奉仕へと大きく傾斜しつつある現在では大変

貴重な事業となります。

国際奉仕では、一昨年竹原市内の外国人女性３名

の卓話をされています。近年では地方都市にも多

くの外国人が永住されています。このような事業

は大変重要になります。

次にロータリー財団の補助金事業です。奉仕プロ

ジェクト委員会と協力して来年３月の新地区補助

金の申請を考えられているそうで、是非実現して

いただきたいと思います。

最後になりますが、竹原ロータリークラブにお

かれましては木村会長を中心にして今後益々御隆

盛になられることを祈念申し上げ、私の卓話を終

らせて頂きます。ご清聴有難うございました。

沖田哲義ガバナー、櫛田宏治随行幹事、元廣清志

Ｇ９ガバナー補佐、小林暢善ガバナー補佐幹事、

会員２３名出席により、例会終了後フォーラムを

開催しました。

（議題：会員増強、創立50周年の取組み、未来の

夢計画新地区補助金、子育て支援、社会奉仕・職

業奉仕の違い等）

《出席報告》

会員数３４名 出 席２７名 メイク ２名

欠 席 ３名 免 除 ２名 出席率９１．１８％


