
皆さんこんにちは！本日は、ゲストに「神奈川

大和阿波おどり」実行委員長の

栗城 健さんがご挨拶にお見え

ですのでご紹介します。（…栗城

健氏）

続きまして、本日は第6グループ菊地孝夫ＡＧと

壽永純昭次年

度ＡＧがご挨

拶にお見えで

すのでご紹介

します。

（…菊地孝夫：AG）（…壽永純昭：次年度AG）

先週は次年度の委員長会議が開催されました。

そしてこの時期に、現と次のＡＧに揃ってお出で頂

くということは、私の任期もそろそろだと肩を叩か

れているようです。

菊地ガバナー補佐には、一年間いろいろな場面

でご指導頂きました。ワガママなお願い事にも親

身になって対応して頂き、本当にありがとうござい

ました。

壽永ＡＧエレクト、次年度は大和中ＲＣをよろしく

お願いします。当クラブの次年度会長は大変優秀

な人で、きっとエレクトのご期待に沿えるものと自

信を持っています。

今年度4名の新会員が入会されましたので、Ａ

Ｇ（＝ガバナー補佐）について少しお話します。

ＡＧは、文字通り 激務となるガバナーを「補佐」

する責任を負うとされています。ＲＩ理事会の方針

に従い、地区内で複数のＡＧがガバナーから公式

に任命されます。

担当グループ内の各クラブの運営についてガバ

ナーの活動を補佐し援助するのが役目ですが、あ

くまでも地区の任命者であって、ＲＩの役員ではあ

りません。ガバナーが地区における唯一のＲＩ役員

です。

ＤＬＰ(＝地区リーダーシッププラン)の導入以前、

「分区代理」という役職がありました。我がクラブ

の辻 国明会員が最後の分区代理として名を残し
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ていますが、実は公式の役職ではなかったそうで

す。ＡＧは分区代理に比べて、公式訪問などにお

いて権限と責任ガ拡大されています。

本日は後藤ＰＧの卓話です。ご自身も西田年度

にＡＧを務められ、大変ご苦労されたそうですが、

その4年後にはガバナーに就任されました。

将来のガバナー候補者として、ＡＧの中からも人

選の対象になると聞いたことがあります。本日の

菊地ＡＧは任期終盤ということでリラックスされて

おられるようですが、油断していると後藤ＰＧのよ

うな目に会わないとも限りません。ご自愛ください。

新会員入会候補者1名の推薦があります。先週

理事会が終了していますので、本日持ち回り臨時

理事会を行い、全員一致で承認を頂きました。よっ

て、皆様への書面をもって告知いたしますので、異

議のある方は、7日以内に幹事又は事務局まで申

し立て下さい。

次年度幹事 入江 公敏 副幹事

①本日例会終了後、次年度期前理事会を開催い

たします。次年度の理事役員の方は出席願いま

す。

②次年度、出席免除の申請をされる方は今月中

に申請手続きをお願いいたします。

尚、出席免除の要件は、実年齢と在籍年数を

足して85歳以上の方です。

親睦活動委員会 岸 幸博 委員長

配偶者誕生日 入江 普美 夫人 5月28日

結婚記念日 高橋 清 君 5月27日

「RIと地区の一年を振返る」

後藤 定毅 パストガバナー

今日は菊地AGと壽永

次期AGが引継ぎのご挨

拶に見えていますので、地

区の生々しい情報は控え

まして、まずRIの情報です

が、ご案内のように5/5～

10まで、タイのバンコクで国際大会が開かれました。

このタイからは何年か前にビチャイ・ラタクルとい

う人がRI会長として出て、「慈愛の種をまきましょ

う！」というRIテーマを掲げ、活躍をされました。今で

もガバナーエレクトのための国際協議会などでも

大変人気が高い人です。その人のタイで初めて開

かれたわけで、世界中からたくさんのロータリアン

が訪れ、特に隣国インドは現バネルジーRI会長の

出身ということと、世界で第2位の会員数を擁す

る国ですので、今までの大阪大会の45,000人の

最高の登録数を抜いたというような情報が現地

で噂されましたが、最新の情報では約35,000人だっ

たと言われています。日本と関係の深い国ですの

で、日本からもおよそ3,300人の人が訪れたと聞い

ています。私の印象では市街地や、郊外の会場周

辺では水害の影響はほとんど感じませんで、復興

が進んでいるように見えました。

またつい最近天皇陛下が英国を訪問し、病気を

おして昨年3/11の震災に支援を戴いた人たちに

御礼を述べに行かれたという報道がありましたが、

この国際大会でも2520地区の岩手、宮城のロー

タリアンが友愛の広場にブースを設けて、世界中

からの支援に対して感謝と御礼をされていたこと

が印象的であり、私も挨拶に伺った際にこのよう

なクラブバナーを戴いて帰りました。

さて今RIは、変化と継続、そして広報の重要性を

声高に言っています。この「変化」という一例を示
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すものとして、先週中島雑誌委員長が5月号の

「ロータリーの友」を紹介された記事の中に、女性

会員の妊娠中の半裸体写真が掲載されています。

女性にとって出産は大変重要な要素ですが、この

ような写真が公然とロータリーの地域の正式な機

関雑誌に掲載される時代です。賛否両論があると

思いますが、この記事を見てこのように時代が、

あるいはロータリーが大きく変わってきている象徴

のように感じた次第です。

では具体的にパワーポイントでそのRIの変化を

説明したいと思います。過日クラブフォーラムで横

澤エレクトから、最近RIや地区が変化、改革と口を

揃えて言うが、「今なぜロータリーが変わる必要が

あるのだ」という問いかけがありました。その時も

お答えしていますが、ロータリーの未来を考えた時

に、5～10年後のクラブを思い描くこと、地域また

は世界のレベルでの課題を特定すること、時代に

即した存在であり続けること、そのためには会員

数が減っているクラブを活性化させる、変化するビ

ジネスや社会的傾向に適応する、公共における存

在感を高める、ロータリーの得意分野に力を集中

させる、この現状を変えるために戦略計画が必要

ではないか、変えなければということです。

この図で示されているように、「ロータリーの本

質は、地域の人々の生活を改善したいという情熱

を社会に役立つ活動に注いでいる、献身的な人々

の世界的ネットワーク」であるとRIは言っています。

まさに「ロータリーは奉仕団体」と言っているように

考えられます。

私は個人的には、今まで先輩の人たちから聞い

てきたロータリーの本質は、異なる職業の人たちが

一週間に一度例会に集まり、親睦を通じてお互い

の情報や考えを交換し、研鑽し合って、個人として

まじめに自分の職業に生かす職業奉仕をする団

体であり、結果として地域や世界のためになる奉

仕をする人間を創る組織、そのように考えています。

ただRIとしてはロータリーについて思い描く将来

像は、RIとクラブがより大きく、豊かで大胆に、「ロー

タリーという商品」を魅力的なものに、ロータリーが

他団体と区別されて認識される、ロータリーの貢献

によって人々の生活がさらに豊かに、行動主体の

奉仕というイメージが定着、変化し、ダイナミック

で、時代にふさわしい存在、世界で最も優れた市

民団体、というふうに言っています。

さらには一つのサイズではみんなに合わない、と

いうことで、柔軟性を与える、規則を少なくする、

発展への意欲を与える、より協力する、「顧客重視

の」クラブ、になるように薦めています。その戦略

計画として、①クラブのサポートと強化、②人道的

奉仕の重点化と増加、③公共イメージと認知度の

向上、を掲げているわけですが、さらにはいろんな

ロータリーのマークが氾濫しているため、ブランドの

混乱を招いているので統一しようと考えていたり、

若者に重点を置いたフェース・ブックなどの長期

的なコミニュケーション計画、そして計画の進捗状

況のチェックの必要性などもしようと考えているよ

うです。そして、私たちは誰か、何を象徴するか、他

とどう違うか、新会員が私たちクラブに入会する

理由は何か、等々を戦略的観点から見て問題の

核心としてとらえて欲しいということを、クラブに要

望していますし、「行動なき展望は白昼夢、展望な

き行動は悪夢」として、行動と展望の必要性を訴

えています。

以上がRIの一年間を振返っての情報ですが、

果たしてこのようにRIの推奨するような戦略計画

を進めるだけで、あるいはロータリーのハードルをド

ンドン低くしていく現在のRIの方向だけで、日本の

ロータリーが勢いを取り戻し、かってのようにロータ

リーに対する魅力が生まれ、会員が増えるのでしょ

うか。結論的に私は難しいと思っています。

それは日本には日本のロータリーに対するイメー

ジがあり、個々のクラブにはそれぞれのクラブの歴
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史伝統があるように、個性があるのです。本日お

見えの壽永次期AGと以前話したことがあります

が、RIは「多様性」を中核とする価値観と言いなが

ら、反面「金太郎飴」のように、どこから見ても、ど

こを切っても同じような顔をしているようなクラブ

をイメージして、考えているのではないか、という疑

問です。一業種一人制、そして親睦を育み研鑽しあ

う例会と、職業奉仕をロータリーの基本と考える日

本では、これからますますクラブがロータリーをどの

ように考えて行くかが、大変重要になっていくでしょ

うし、クラブを構成するロータリアンが個人としてど

のようにロータリーを考えて行くかも大事な要素に

なるでしょうが、言えることはクラブには自治権が

あり、「親睦と奉仕」の基盤づくりをいつも忘れて

はならないということではないでしょうか。

★内容は下記からダウンロードできます。

files.me.com/nakajima22/cjlc41.mp3
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菊地 孝夫 様(海老名欅RC)

一年間ありがとうございました。本日は引き継

ぎのご挨拶にお伺いしました。次年度を宜しくお

願いします。

壽永 純昭 君(厚木RC)

本日は大切な例会に出席させて頂きます。菊

地ガバナー補佐同様、次年度横澤丸共々、絶大

なるご協力をお願い致します。

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

①菊地孝夫ガバナー補佐、2012～2013年度ガ

バナー補佐壽永純昭様、ようこそおいで頂きま

した。そろそろ新入れ替わりの引き継ぎ準備、

ご苦労様です。

②後藤パストガバナー、本日の卓話「RIと地区の

一年を振り返る」、宜しくお願いします。一年間

ご苦労様でした。

後藤 定毅 君

菊地ガバナー補佐、一年間お世話になりました。

ホッとされているお顔が素敵です。壽永次期AG

これからのご指導をお願い致します。

横澤 創 君、入江 公敏 君

菊地ガバナー補佐、壽永次年度ガバナー補佐、

ようこそいらっしゃいました。年度の変わり目でお

互いに忙しい毎日ですね。

藤塚 勝明 君

菊地AG、任期も残りわずかとなり、心豊かにお

過ごしの事と存じます。壽永次年度AGは大変な

ご苦労ですが、よろしくご指導を賜ります様、お

願い致します。

古郡 清 君

菊地ガバナー補佐、もう少しですね。お疲れ様

でした。壽永様、来期宜しくお願い致します。

山崎 賢二 君

菊地ガバナー補佐、一年間大変ご苦労さまで

した。壽永新ガバナー補佐、これからの一年間宜

しくご指導下さい。実力者のお二方が並んでい

ると非常に頼もしく感じます。

岸 幸博 君

栗城大和阿波おどり実行委員長、ご苦労様で

す。会員の皆様、毎年ご協力ありがとうございま

す。今年も宜しくお願いします。

梅田秀雄君、富澤克司君、橋本吉宣君

栗城さん、ようこそおいで下さいました。本日

は阿波おどりで見えられたとの事ですが、てっき

り入会の手続で来たのかなと思いました。近いう

ちにお願いします。

舘盛 道明 君

次週5月31日卓話で「法話」をさせて頂きます。

わかりやすく話します。

入江 公敏 君

妻の誕生祝いありがとうございました。

番 桂柳 君

嫁さんに来て頂き、それももう古い話です。

高橋 清 君

結婚記念日ありがとうございます。

北島 照介 君

創業記念日、祝って頂きありがとうございます。

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\23,000 累計\939,500


