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松永RC・福山赤坂RC合同 ガバナー公式訪問／クラブフォーラム 

●点 鐘  松永RC会長 山本 哲士 様 

●ソ ン グ 「君が代」 「奉仕の理想」   

●ｹﾞ ｽ  ﾄ  国際ロータリー第 2710 地区ガバナー            脇  正典 様              

国際ロータリー第 2710 地区ガバナー随行幹事       松原 博幸 様 

 国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐    谷口 宏樹 様              

国際ロータリー第 2710 地区グループ 11 ガバナー補佐幹事 東森  由倫 様 

●プ ロ グ ラ ム  国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 脇 正典 様 卓話  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 山本 哲士 様 

 

 

 

 

 

●会長の時間（松永ロータリークラブ） 

2020-21 第 1050 回例会 2020 年 8 月 31 日(月) 

 



会長 原 隆之 

  

本年度会長を務めさせていただいております、

福山赤坂 RC の原でございます。在籍年数は 12 年

です。本日は、公私共にご多用中の所、会員の皆

様方には、松永 RC・福山赤坂 RC の合同例会に多

数ご出席頂き、心より厚く御礼を申し上げます。

先程も、松永 RC の山本会長からご紹介がござい

ましたが、本日のゲストに RI 第 2710 地区ガバナ

ー脇 正典様、RI 第 2710 地区ガバナー随行幹事 松

原 博幸様にお越しを頂き、改めて厚く御礼申し上

げます。また、前例会にて G11 谷口ガバナー補佐、

G11 東森ガバナー補佐幹事に福山赤坂 RC のクラ

ブ協議会に参加して頂き、本日の合同ガバナー公

式訪問クラブフォーラムがより効果的になるよう、

ご指導を賜りました事を重ねてお礼を申し上げま

す。本日のプログラムは、脇ガバナーの卓話でご

ざいます。宜しくお願い申し上げます。さて、前

回の例会でございますが、８月は会員増強月間の

月でもあり、佐木会員増強・職業分類委員長に「会

員純増３名以上に向けて」というテーマで卓話を

行って頂きました。引き続き、皆さんに会員増強

に向けてご支援を賜りますよう、お願い致します。

簡単な事でございます。1 つは意識をしていただく

という事だと思います。私も今回会長を拝命して

おりますが、特に意識をしていくと、色んなメン

バーが頭に浮かんで、声を掛けてみないといけな

いという気持ちになります。さらに思い浮かべて

みると、そういった方々は色んなクラブに所属し

ていらっしゃる方が大半でございますので、耳を

傾けて頂くには、どのように声をお掛けしたらい

いかと考えているところでございます。 

そして、松永 RC 会長の山本様からもご案内がご

ざいましたが、合同例会後、引き続きガバナー公

式訪問クラブフォーラムを開催致します。長時間

となりますが、皆様のご出席とご協力の程、宜し

くお願い申し上げて、会長の時間とさせて頂きま

す。 

●幹事報告 

脇ガバナー、谷口ガバナー補佐より当クラブへご

芳志を賜りました。誠にありがとうございます。 

 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

福山 RC 

≪変更≫ 

日時：9 月 28 日(月) → 同日 18：00～ 

理由：観月夜間例会 

場所：ふな家 

≪休会≫ 

日時：9 月 21 日（月） 

理由：法定休日（敬老の日） 

福山丸之内 RC 

日時：9 月 14 日（月） → 同日 19：00～21：00 

理由：ガバナー補佐訪問の為 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

≪休会≫ 

日時：9 月 21 日（月） 

理由：法定休日（敬老の日） 

松永 RC 

日時：9 月７日（月）→9 月 6 日（日）朝 7 時～ 

場所：さくら公園・藤棚周辺 

理由：清掃奉仕 

≪休会≫ 

日時：9 月 21 日（月） 

理由：法定休日（敬老の日） 

 

●会長の時間（福山赤坂ロータリークラブ） 



≪取消≫ 

日時：9 月 13 日（日）親睦例会取消 

理由：定款７条第 1 節（ｄ）５ 

鞆の浦 RC 

≪休会・取消≫ 

日時：9 月 8 日(火) 取消 

日時：9 月 29 日（火）取消 

理由：定款７条第 1 節（ｄ） 

日時：9 月 22 日（火） 

理由：法定休日（春分の日） 

※昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大防止、感

染のリスクを少しでも減らしたいとの思いで取消と

休会のお知らせを申し上げます。 

しかしながら会員同志の情報の共有のため、最低月 2

回の例会を開催します。 

福山南 RC 

≪休会≫ 

日時：9 月 17 日(木) 

理由：定款第 7 条 1 節 

 

＜配布物＞ 

日本のロータリー100 周年記念切手のご案内 
 

 

 

 

 

＜回 覧＞ 

なし 

●出席報告 （当日割愛） 

本日出席率 73.07％  

（出席者 38 名 欠席者 9 名 出席免除者 5 名） 

前回の修正出席率 93.75％ 

（メークアップ 5 名） 

●委員会報告 （割愛） 

 

●スマイル BOX （割愛） 

 

●プログラム 

国際ロータリー第 2710 地区ガバナー  

脇 正典 様 卓話 

 

 

「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。行乞行脚の旅に出て、熊本か

ら宮崎にぬける深山の新緑の山道で読んだ句です。

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。 

さて、私は国際ロータリー第 2710 地区ガバナーに

就任しました防府 RC の脇正典です。どうぞよろし

くお願い致します。防府ロータリークラブからは白

石民造 PG、南園義一 PG 元 RI 理事に次いで 3 人目

のガバナーです。 

2020 年は、東京オリンピック・日本にロータリー

クラブが誕生して 100 年になるという記念すべき年

でしたが、新型コロナウイルスの流行で多くの会合

が中止となり、オリンピックも来年に延期となり、

100 周年の祝賀気分も少し薄れてしまいました。 

 



2020-21 年度の国際ロータリーの会長はドイツの

ホルガー・クナークさん（クナーク会長の写真）で

す。190 ㎝近い長身ですので、恒例の会長との写真は

大人と子供のようになりました（月報表紙写真）。 

クナーク会長の今年度のテーマは、”Rotary Opens 

0pportunities”「ロータリーは機会の扉を開く」です。

5 つの中核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・

リーダーシップ）を大事にしながら、様々な扉をオ

ープンにして、柔軟に、また、多様性を求めてロー

タリーを活性化して欲しいということです。 

クナーク会長は今年度の目標として、4 つあげられ

ています。1 つは新しいクラブを作ること、2 つ目は

5 年後のクラブを見据えて戦略を持つことです。3 つ

目は新会員を注意して選び会員を増加させることで

す。4 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”

です。ポリオ根絶まであと一歩です。共に頑張りま

しょう。 

 

今年度のガバナー方針は「不易流行～楽しくなくては

ロータリーではない～」です。 

コロナの影響で人々の生き方・社会の在り方が変わ

ってきました。これを良い機会とポジティブに捉え、

新しいロータリー活動に繋げていけたらと思います。 

 

これを変えたらロータリーではない。不易の部分

とは何でしょうか。色々ありますが、私が他の団体

と一番異なると考える点は、職業倫理を重視すること

だと思います。今は誰でもロータリアンになっても

良いという風潮ですが、自己の職業を重んじ、誰に

も恥じない態度で社会に貢献する、自分を律すると

いう点です。 

来年の NHK 大河ドラマの主人公は日本の近代実

業界の父と言われる渋沢栄一です。『論語と算盤』と

いう渋沢の本がありますが、算盤即ち経営戦略は必

要ですが、論語（儒教）の精神である人として正し

い生き方をするという 2 つを両立しなければならな

いということです。 

儒教とロータリー精神は驚くほど似ています。共

に人生訓・人生哲学です。四書五経の 1 つ易経に「積

善余慶」という言葉があります。これは 1908 年シェ

ルドンの提唱した「One(始め He) Profits Most Who 

Serves Best」（最も良く奉仕する者、最も多く報われ

る）と同じだと思います。日本では天台宗の始祖最

澄の言葉に「忘己利他」があります。これは 1911 年

にコリンズが述べた「Service Above Self」（超我の奉

仕）に当たります。 

人類不変の徳目を追求することが道（みち・どう）

です。柔道・剣道等の武道から茶道・華道まで各々

の道を究めようと努力しています。正に高潔性によ

る徳望を希求するロータリー道です。中核的価値観

とも合致しています。 

不易の 2 番目は「Nobles oblige」、高貴なる者の務

めです。ロータリアンは少なくても普通の方より恵

まれた立場です。世界で良いことをしようというロ

ータリー財団に寄付をし、有効に活用しましょう。

ビル・ゲイツはポリオ根絶活動に対し、全世界のロ

ータリアンの寄付総額の 2 倍を寄付しています。桁

違いの金持ちですが、相応の寄付をしています。地

区としては、ロータリー財団に 1 人 150 ドル、米山

奨学金に 1 人 16,000 円の寄付をお願いします。 

3 番目は親睦です。ポール・ハリス以来、親睦と奉

仕はロータリーの根幹です。奉仕が強調されて、義

務のようになると堅苦しくなります。今はコロナで

難しいですが、ロータリアン同士、仲良く会食し、

奉仕活動すれば楽しくなります。最近は炉辺会合と

いう言葉を聞かなくなりましたが、もう一度見直し

て下さい。特に新会員の居場所を作ってあげて下さ

い。 

4 番目は家庭教育の重要性です。最近は教育が何で

も外注化されていますが、教育基本法の第 10条に「父

母その他の保護者は、子の教育について第 1 義的に

責任を有する」とあります。愛情に裏打ちされた家

庭があってこその教育です。せめてロータリアンの

家族はそうあって欲しいと思います。日本の将来は

子ども達にかかっています。 

 

次に流行です。1905 年にポール・ハリスがロータ

リークラブを作った頃、交通機関は馬車と蒸気機関

でした。ハリスは「この世界は常に変遷する。われ

われ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」と述べています。変えてはいかなければ

存続できない。時代に取り残されてしまいます。 

流行とは柔軟性を持つことです。その第 1 は多様

性を認めるということです。各々のクラブが主体性

を持って細則を決め、結果の責任を担うことです。

例会のあり方、会員の多様性を認めることです。昨

年 5 つでした公式訪問の合同例会、今年度はガバナ



ー補佐さん各クラブ会長さんのご尽力で 14になりま

した。 

第 2 は少子高齢化への対応です。人口減は社会経

済の活力を減じますが、ロータリアンにとって喫緊

の課題は後継者問題です。先ずご子弟が結婚され、

子どもが誕生し、企業を継いでくれることです。ロ

ータリークラブで婚活パーティーをするのも一つの

方法です。 

第 3 は他団体との連携です。1992 年社会奉仕に関

する RI 声明に「他の機関があり、それによって既に

立派に行われている事業に乗り出すようなことはし

てはならない」、「ロータリーの奉仕活動はなるべく

現存の機関に協力する形で行うことが望ましい」と

あります。例えば、識字教育については日本ユネス

コ協会連盟の世界寺子屋運動があります。1998 年か

ら 30 年間に世界 44 か国に 532 校の学校を設置し、

計 131 万人の人が学びました。資金は書き損じはが

きを収集し換金しています。ロータリーも協力いた

だければと思います。他にも JC・商工会議所青年部・

国際ソロプチミスト・ライオンズクラブ等の活動も

考えられます。協力すれば大きな事業ができます。 

第 4 は会員増強です。特に欧米や日本等の先進国

の会員は目に見えて減少しています。RI の危機感は

相当なものです。このままではジリ貧になります。

そのためには特に女性会員・若い人達に会員になっ

てもらいましょう。世界のロータリー女性会員の割

合は約 24 パーセントです。2710 地区は約 5 パーセ

ントしかありません。第一歩として、衛星クラブの

設立が考えられます。 

会員を増やすためには、ロータリークラブ・ロー

タリアンの魅力を高めることです。特にロータリア

ン個々の魅力です。ロータリーとは何ですかと言わ

れたら、「私がロータリーです」と言えるように共に

精進し、頑張りましょう。 

 

皆様のご協力・ご支援をお願いしてガバナーとし

てのご挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

参考文献 

ポール・ハリス『ロータリーの理想と友愛』 

米山梅吉訳 

ハロルドトーマス『ロータリーモザイク』 

松本兼二郎訳 

 

※ 次回例会 

9 月 8 日㈫ 12：30～例会 

米山委員会 委員長卓話 中根基博さん 

●閉会点鐘 福山赤坂 RC 会長 原 隆之 

 

●ガバナー公式訪問 合同クラブフォーラム  

 

開会（司会 ガバナー補佐幹事 東森由倫理 様） 

脇ガバナー挨拶 

自己紹介（両クラブ参加者 氏名及び所属委員会） 

フォーラム（進行 ガバナー補佐 谷口宏樹 様） 

1)活動計画説明 

①松永 RC クラブ運営方針及び主な活動について

（松永クラブ会長） 

②松永 RC クラブ概況 （松永クラブ幹事 ） 

③福山赤坂 RC クラブ運営方針及び主な活動につ

いて（赤坂クラブ会長） 

④ 福山赤坂 RC クラブ概況（赤坂クラブ幹事） 

2)議題 

①会員基盤強化について 

●会員増強・会員維持についての取り組み 

●さらなる活性化を図る研修及びリーダー育成に

ついて 

●戦略計画策定におけるクラブの活性化について 

●クラブ運営における IT 化について 

 

②新型コロナウィルスに対応するクラブ運営の在

り方について 

●現状の対策について 

●感染防止策とロータリー活動の両立について 

●ウェブ会議等の推進について 

 

③ロータリー財団寄付について 

●寄付目標額について 

●ロータリー財団への理解に対する啓発活動につ

いて 

●米山記念奨学会への理解に対する啓発活動につ

いて 

3）講評と指導(脇ガバナー） 

4）謝辞 福山赤坂 RC 副会長 石井宏和 

閉会  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

参加者  

例会 松永 RC26 名、赤坂 RC38 名 

フォーラム 松永 RC20 名、赤坂 RC30 名 

 

 

 


