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脇 正典ガバナー公式訪問
＜広島空港ロータリークラブ/竹原ロータリークラブ合同＞

於：フォレストヒルズガーデン
会長幹事懇談会 １１：２０～１１：４０

フォーラム １１：４５～１２：２５

例 会 １２：３０～１３：１０

集 合 写 真 １３：１０～



□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

<独唱：広島空港RC 楠部会員>

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１０名 □欠席者：２（うち免除２）名

□メイク： ５名 □出席率：１００％

□ゲスト：国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 脇 正典様（防府RC）

随行幹事 松原 博幸様（防府RC）

ガバナー補佐 澤井 一徳様（広島空港RC）

補佐幹事 鶴田 幸彦様（広島空港RC）

スマイルボックス

□特別スマイル

・脇ガバナーのご訪問歓迎いたします。（久藤孝仁）

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・９/１７，９/２４休会

・クールビズ９月末で終了

・１０月の例会は時間短縮、お弁当持ち帰りです。

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

先ほど、会長幹事会、フォーラ

ムが開催されました。今年度竹

原RC会長方針に、今何をするべ

きか、次に何をするべきと掲げ

ましたが、今まさに、withコロ

ナの中で、どのような奉仕をす

ればよいか、何をするか、を痛

感した次第でございます。会長の時間でまた詳しく

ご説明させていただきたいと思います。

本日は宜しくお願い致します。

ガバナー卓話

国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 脇 正典様（防府ＲＣ）

皆様こんにちは。今年度2710地区のガバナーの脇で

ございます。今日が４０ヶ所目の公式訪問になりま

すが、生演奏による「君が代」「奉仕の理想」は初

めてでした。大変感じの良い例会だと感じておりま

す。澤井ガバナー補佐には色々とご尽力いただき有

難うございます。皆様方と共にロータリー活動を行っ

ていきたいと思います。

「分け入っても分け入っても青い山」これは種田山

頭火の代表作です。山頭火は防府の生まれでありま

す。本来は豊かな生活をするはずでしたが、次第に

家が傾き、とうとう山頭火は妻子を連れて熊本に参

ります。その後熊本に妻子を残し、行乞行脚の旅に

出ます。熊本から宮崎に抜ける深山の新緑の山道で

詠んだ句ですが、自分は妻子を捨てて句を作るため

に旅に出たのだからどこまでも突き詰めなければな

らないという、苦闘している自分自身の姿も表して

います。

「分け入っても分け入っても青い山」まさにロータ

リー道です。私はロータリーは、ロータリー道を極

めることだと思いますので、この句をご紹介しまし

た。

今年度RI会長は、ホルガ―・クナークさんというド

イツの方です。テーマは、「Rotary Opens Opportu

nities」「ロータリーは機会の扉を開く」です。い

ろんな扉を開いて、そして、いろんな人と一緒にやっ

て頂きたいということからのテーマです。ロゴマー

クに三つのドアがありますが、意味があります。右

側の青色はロイヤルブルーで皇室の青です。ロータ

リークラブは高貴な団体だということを表していま

す。真ん中は、ロータリーゴールド、左側は、ラン

ベリーレッド、これはローターアクトクラブの色で

す。昨年ローターアクトクラブもロータリーという

ことになりましたので是非ローターアクトクラブを

扉を開いて迎え入れてほしいということです。

RI会長は毎年テーマを出されますが、ずっと変わら

ないことがあります。それは５つの中核的な価値観

です。親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシッ

プです。

ホルガー・クナークRI会長としては、４つのお願い

があります。一つ目は、新クラブを作ってほしい。
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ゲスト４名、広島空港RC会員２０名

竹原RC会員１０名 計３４名

広島空港RC楠部会員独唱、

ホテルスタッフ平田桃子様によるピアノ演奏



現状では新しいクラブは難しいので衛星クラブを作っ

てほしいとのことであります。８人で一つのクラブ

が出来ます。そして６９ドルを納めればRIがクラブ

として認定します。そういった形で増やしてほしい

とのお話でした。

二つ目は、５年後のクラブを見据えた戦略委員会を

各クラブで作ってほしいということであります。こ

の地区には殆どのクラブに戦略委員会がありますが、

機能しているかどうかというと、表にして５年先ま

で書き込まれているのは今まででは一クラブだけで

ありました。ホルガー・クナークRI会長が言われた

のは、コロナがない頃ですが、現実としてコロナ後

の世界、ロータリーはどうなっているのか考えて今

後活躍してほしいということです。

三つめは、新会員を慎重に選んでほしい。歴代のRI

会長は兎に角会員増強を言われたが一度も成功した

ことがない、たくさん入会してもそれ以上に退会者

が出る。年々世界のロータリアンが減っています。

そういうことから、RI会長は誰でもよいからではな

くて、ずっと一緒にロータリー活動が出来る人を選

んでほしい。だから、数には拘らないということで

す。現在はコロナ禍で慎重にやらざずを得ないとい

うことです。

四つ目は、世界は今コロナ対策で手一杯ですが、ロー

タリー長年の念願である“END POLIO NOW”ポリオ

の根絶です。ロータリーは長い間ポリオ根絶の為に

協力してきました。現在99.9％根絶しました。あと

僅かです。ナイジェリアでは４年間ゼロで根絶宣言

が出ましたが、あとアフガニスタンとパキスタンの

二か国が残っています。しかしその両国は紛争地帯

でなかなか医療関係者が入っていけないということ

で、そのままになっており、実は感染者数が少し増

えている状態です。引き続いてポリオ根絶のために

協力してほしいということがRI会長の願いです。

2710地区は広島県と山口県の二つの県で構成されて

います。ただ隣の県だからということでなく、歴史

的に深い繋がりがあります。広島・山口はワンチー

ム2710地区はワンチームです。

私のガバナー信条は、「不易流行 楽しくなければ

ロータリーではない」です。不易は、変わらないも

の、変えてはいけないもの。流行は、時代に合わせ

ること。それを真面目にやっても面白くないので、

楽しんでやってほしいということで、「不易流行

楽しくなければロータリーではない」を信条としま

した。

『不易』私が考えるロータリーの不易の第一は、

「職業倫理」だと思います。自分の職業を通じて誰

にも恥じないように、社会に貢献する、こういった

ことが一番大事なロータリーの根幹だと思います。

来年度のNHKの大河ドラマが渋沢栄一と聞いており

ます。渋沢栄一には「論語と算盤」という本があり

ます。近大日本主義の父と呼ばれる人ですが、経営

には算盤という経営戦略と、論語の精神、その二つ

がなければいけない、と書かれています。

日本でなぜロータリーが広く受け入れられたかとい

うと、日本人が古来持っている精神とロータリーの

精神が似通っているからだと思います。

儒教とロータリー精神は驚くほど似ています。とも

に人生訓・人生哲学です。四書五経の一つ易経に

「積善余慶」という言葉があります。これは1908年

にアーサー・フレデリック・シェルドン シェルド

ンが提唱したロータリー標語「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる (He Profits Most Who Serves

Best）と同じだと思います。

天台宗を開いた始祖最澄の忘己利他（もうこりた…

己を忘れて他を利する）の言葉があります。もう一

つの第一標語、1911年ベンジャミン・フランク・コ

リンズが述べた「超我の奉仕」（Service Above Se

lf）に当たります。

人のために尽くす。そういった日本人が古来持って

いた精神とロータリー精神があっていたということ

が広く受け入れられた理由だと思います。逆に言い

ますと、現在のRIはそこのところを薄めているよう

な気がします。日本の良さをこれからも持ち続けて

いただきたいと思います。そのことが、日本のロー

タリー道を極めることに必要だと思っています。

二番目の不易としては「Nobles Oblige」身分の高

い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と

義務があるという、欧米社会における基本的な道徳

観です。ぜひ寄付をお願いしたいということです。

地区としてはロータリー財団へ一人150ドル、米山

奨学会へ一人16,000円をお願いしております。ぜひ

ご協力をお願い致します。

有名なビル・ゲイツ氏は全世界のロータリアンが出

した寄付の２倍をポリオ根絶のために寄付されてい

ます。非常に素晴らしい人だと思います。

三番目の不易は「親睦」です。1905年にポール・ハ

リスがシカゴに四人の仲間が集まって忌憚のない意

見が言い合える、そういった親睦を通して友人を生

む。お互いに許容しあう、そういったところから始

まりました。ロータリーの第一は親睦、その次に奉

仕です。原点の親睦を大事にしてほしいと思います。

残念な事にコロナの影響で皆が集まって会食するこ

とが難しくなっています。何とか工夫して頂きたい

です。昔は炉辺会合というのがありました。

委員会単位や小さな単位で飲食を共にする場を持っ

ていただければと思います。

４番目は、「家庭教育」です。最近は教育は人にお

任せ、外注の方向になってる気がします。あくまで

も教育は家庭教育が基本であります。教育の憲法と

いわれる教育基本法第１０条に、父母その他の保護

者はこの教育について第一義的な責任を有する。

子供の教育の一番目の責任者は親であるということ

が教育基本法にもうたっています。そのことを大事

にしてほしいと思います。せめてロータリアンの家

庭は子供の教育について責任をもってやって頂きた

いと思います。

次に『流行』ですが、1905年ポール・ハリスがシカ

ゴでロータリークラブを作った頃の交通機関は馬車

と蒸気船でした。現在の交通の発達、通信の発達を

考えますと、時代に合わせざるを得ないという気が

します。ポール・ハリスは、この世界は常に変遷す
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る。我々は変遷する世界と共に変遷する用意がなけ

ればならない。ロータリークラブを作った時からそ

のように言っています。時代に合わせて変えていか

なければということです。

その第一は「多様性、柔軟性」です。時代に合わせ

ていろんなやり方、柔軟に対処していく、そういう

ことですが、このことが最近のRIの方針で出ていま

す。どんどん多様化し、柔軟化しています。出席・

例会・業種など柔軟化しています。しかしあまり柔

軟化しているということが逆にロータリーの本質を

薄めてしまう事になりますので、それを大事にしな

がら、先ほど申しました不易の部分をきちっと守っ

ていかなければならないと思っております。

二番目は「少子・高齢化」です。高齢化はやむを得

ないにしても、少子化は日本人全ての人が考えてい

かなければなりません。数学的には300年したら日

本人はゼロになると言われています。そうはならな

いにしても、少子化は社会の活力を低下しますし、

経済が維持できなくなります。ぜひ少子化について

はそれぞれお考え頂きたいと思います。

三番目は「他の団体との連携」です。同じようなこ

とをするのであれば、他の団体と協力し合えばさら

に大きな成果が得られると思います。例えばJC、商

工会議所青年部、ソロプチミスト、ユネスコ、ライ

オンズ等があります。私は山口県のユネスコの会長

をしてます。ユネスコには二つの柱があります。

一つは世界遺産、もう一つは世界寺子屋運動です。

江戸時代の寺子屋のような小さな学校を発展途上国

に作って学びの場を提供しようというものです。19

98年から３０年以上に渡って世界４４か国に５３２

の学校を作りました。合計１３１万人の学びの場が

出来ました。そういう長年続けている実績がありま

すので、ぜひこれに協力して頂けたらと思います。

協力の仕方は、書き損じはがきを集めて、日本ユネ

スコ協会連盟に送っていただければと思います。思

いのほか、大きな額が集まります。ぜひご協力を宜

しくお願い致します。

4番目は「会員の増強」です。先ほどのフォーラム

でも議題としてありましたけれども、結論を申しま

すと、これをやればよいということはありません。

大道を貫く以外しかありません。大道とは、一人一

人のロータリアンが魅力的である、クラブが魅力的

である、あの人がいるからロータリーに入りたい、

あのクラブは楽しそうだから入りたい。無理矢理会

員になっていただいても面白くなければすぐ辞めて

しまうということです。新しい会員が入られたらしっ

かりケアをする。先ほど申し上げた炉辺会合の小さ

な単位での親睦、これも一つの居場所つくりで新し

い会員の定着する方法だと思います。せっかく入会

された会員が退会されないようご尽力ください。も

う一つ、若い人を増やしてください。将来のロータ

リークラブの存続を考えると若い方の入会をお願い

します。小さいクラブは一人一人が増強委員長の気

持ちでお願いします。そして、女性会員を増やして

ほしいということであります。世界の女性会員の割

合は約２４％です。それに対して2710地区は５％で

す。日本の中でも女性会員の割合が低い地区になっ

ています。RIは１９人のうち６人が女性の理事であ

ります。女性の活躍の場がどんどん広がっています。

日本の同期のガバナー３４人おりますが、うち３人

が女性ガバナーです。お聞きしますと、来年G９の

ガバナー補佐は女性が出られるということで大変頼

もしく思っております。

最後に、ロータリーは何ですかと聞かれますが、そ

の時は、一人一人が自信をもって、「私がロータリー

です」と言えるようになっていただきたいと思いま

す。難しいことですが

私も精進してまいりた

いと思います。

これからの両クラブの

ご活躍を期待しまして

終わらせて頂きます。

有難うございました。
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広島空港RC伊藤会長

合同フォーラム合同例会


