
ロータリー研修の目的

ロータリー研修の

目的は、ロータリー

を正しく理解し、ロー

タリーの考えや哲

学を学び、家底や

職場や地域社会に

おいて、また世界

的な規模において、

ロータリー精神である「人のお役に立つこと」を願い、

それを実践していくことにあります。つまり本当のロー

タリー運動をとは何かを学ぶことにあります。

本日は、後藤パストガバナーのロータリー哲学を学

びたいと思います。

1978-79年度RI会長 クレム・レヌフ

「指導者の責務には、何らかの理由によってこれま

で才能を発揮する真の機会に恵まれなかった会員の

潜在能力を見出し、それを育むことがあります」

１）目標の設定と責任の分担

目標を設定すれば、個人にとって重要なこと、ある

いはロータリー・クラブにとって重要なことに対して、時

間と労力と資源を計画的に使うことができます。目標

の影響を実際に受ける人々が、目標を決めるべきで

す。責任の分担は、全員が同じ目標に向かって努力

していることを確認するために行われます。

２）倫理と四つのテスト

一つのグループが共有する価値観、すなわち倫

理は、ロータリー・クラブの運営の仕方や個々の会員

の職場における言動を決定する際に、重要な役割を

果たしています。

３）チームワーク

ロータリーや職場で成果を出すには、ほとんどの場

合、チームでの協力が求められます。チームで協力

し合うことができれば、一人でやるより大きな成果が期

待できます。

４）コミュニケーションの技能

ビジョンと目的とを伝える能力は、ロータリアンが、ロー

タリーや職場において支援を集め、目標を達成する

にあたって役立てることのできるスキルです。人の話

を聞き、理解し、それに対する意見や感想を提供す
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【 本日のプログラム 】 9月26日 卓話 「数学と情緒」 NPO TECUM 永井 礼正 教授

【 次回予告 】 10月3日 クラブフォーラム 「日本の教育」 会長、幹事

【 第1962回例会】 令和元年9月19日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君

【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 新村 千成 君 【 童謡・唱歌 】 やぎさんゆうびん

【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

34名 25名 83.33% 86.21% 6名 阿萬、原嶋、池澤、岸、小倉

会長の時間 辻 彰彦 会長
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ることによって、ロータリアンは信頼と親睦を築くことが

できます。

５）合意の構築

合意の構築とは、全員の、中でも特に異なる見解

を持つ人々のニーズを満たす解決策を見出すことで

す。これは妥協や降参を意味するのではありません。

人々を合意に導くことによって、その決定は実行と継

続が可能になるのです。

クラブの評価は会員数ではありません。クラブから

真のロータリアンがどのくらい育っているかであります。

ロータリーの理念・思想はあらゆるものに役立って

います。会社経営、専門職の運営などに基本となる

考えとして活用することができます。皆さまのロータリー

ライフを今から意義あるようにしていこうではありませ

んか。そしてロータリーから沢山の贈りものを得ていき

ましょう。

北九州豪雨義援金の募金を先週の例会でお願い

し、20,000円集まりました。地区へ送金します。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 小野 泰弘 委員長

会員誕生日 小倉 一道 君 9月23日

創業記念日 辻 彰彦 君 9月24日

「研修の重要性について」

クラブ研修委員会 後藤 定毅 委員長

会長から「研修の重要性について」を要請されまし

たが、これは「クラ

ブを活性化するこ

と、元気にするこ

と」ではないかと思

いまして、今日は

細かいロータリー

の知識の説明は

省略します。

今ロータリーの

会員数は、この十年、世界でも日本でも減少していま

す。ただ我が地区は私がガバナーを務めた2010～1

1年度より7％ほど増えています。会員減少の原因は、

いろいろあると思いますが、重大な要因は日本経済

の伸長とともに増強、拡大を急ぎすぎ、ロータリー情

報教育（研修）が疎かになったこと、結果ロータリーを

知らない会員が多くなり、一人ひとりの関心愛情熱意

が薄れ、会員であることに自信と誇りを失いかけてい

るのではないでしょうか。それに月2回例会も選択が

出来、メークアップも年度内にと大きく緩和されました

が、以前と比べ出席率は下がり、出席することによっ

て人と交わり、交友を広げ深め、自分の職業や人生

に生かすというロータリアンとしてのマナーも低下して

います。

ではクラブを辞めた人が何故退会をとの問いかけ

に、①会費、時間の負担、②クラブの環境、③思うほ

ど期待に添わない、その結果自分のクラブを薦めな

い、ロータリーの入会を薦めないというアンケート結果

があります。その意味で考えなければならない課題と

しては、クラブが魅力的な存在でない、ロータリーを学

ぶことが挙げられると思います。

今国際ロータリーは、従来のロータリーの基本原則

を多様性の価値観の下に、クラブ任せにしています。

とすると、個々のクラブとしてロータリーを、クラブを魅

力的にする「クラブを育む」ということが一番大事では

ないか、ということではないでしょうか。

ところでロータリーはどうして始まったのでしょうか。

1905年頃、殺伐としたシカゴの街で「この街で心から

何でも相談出来る、また語り合える友だちがいたらど

んなに素晴らしいことだろうか」とポール・ハリスが考え

たのがロータリーの始まりだと言われています。初期

ロータリーの思考は、①会員の事業上の利益の促進、

②会員同士の親睦、要は「物質的、精神的相互扶

助」の考えによって、世界中、日本でも燎原の火の如
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委 員 会 報 告

卓 話

幹事報告 富澤 克司 幹事



く広まって行ったわけですが、困ったときは原点に返

れというように、今こそこのロータリーが始まった原点

を見直すことだと思います。

これから具体的にどうしたら魅力のある、元気なク

ラブにすることが出来るか、私の私見を述べさせて戴

きます。①会員同士の親睦です＝ロータリアンは皆さ

ん事業者であり専門家です。寂しがり屋の集まりです。

そのためにはまず何よりも普段着で付き合えるような

お互いの親睦関係を作り出すこと、今はSNS時代で

すが、いつの時代でも人間関係の基本は「Face To

Face」だと思います。人は知らない相手には冷たく、

知り合いには優しいからです。②ロータリーの魅力は

何かです＝一業種一人制と相互扶助によるファース

トネームで呼び合えるような親睦があり、一週間に一

度の職業の情報交換や、自分を磨き高められること

です。任務の一年交代制による他人への思いやり精

神を涵養できます。さらに地域や世界のために良いこ

とをしています。③例会は＝童心に戻り、心を癒す潤

いと安らぎの空間、オアシスにして、元気を奮い起こ

す再生的機能を果たすようにする。会員を温かく包

み込み、居心地を良くして、疎外感を感じさせないよ

うにする。そうすれば次週の例会が待ち遠しくなりま

す。亡くなった横澤元会長が「週一度 みんなに会え

る 楽しみ」と言っていました。④例会を重視したクラ

ブを創ることです＝会長の時間は周到な準備で臨ん

でいるか、プログラムは充実しているか、欠席がちの

会員は誘い合っているかなど心しなければなりません。

⑤会員全員の関与です＝社会の発展によりいろいろ

な情報が溢れ価値観も多様化しています。そのため

人との繋がりが薄くなっています。ロータリアン同士が

関わる機会を増やし、仲間の価値観や生活背景を

知り合うようにして、全員がロータリーについて学べば、

活発な会員、クラブになります。ロータリーは「一人の

百歩より、百人の一歩」です。ロータリーはクラブが基

本です。上も下もなく、古くも新しくもなく、一緒にロー

タリーを楽しみ、学んで行くことをお話しして終わりま

す。
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河西 正彦 様（大和田園RC）

本日はよろしくお願い申し上げます。偶然ですが、

後藤大先輩の卓話の日です。しっかり勉強したいと

思います。

辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事、

橋本 日吉 副会長

本日は、経験豊富な後藤パストガバナーの卓話、

よろしくお願いします。大和田園RC河西様ようこそ。

辻 彰彦 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

古郡 清 君

久しぶりに出席しました。後藤さんの卓話を聞くた

めに。楽しみにしています。

鈴木 洋子 君

後藤PGの卓話楽しみにしています。河西様ようこ

そいらっしゃいました。

石川 達男 君

今週の土曜日9月21日にノルディックウォーク歩こ

う会が開催されます。茅ヶ崎の小出川沿いの彼岸

花を見ながら、一緒に歩きたいと思います。まだ申し

込まれてない方も間に合いますので、ご参加をお待

ちしております。

苗加 真敬 君

ご無沙汰しております。今日はパストガバナー後藤

さんのお話を聞けるという事で、楽しみに参りました。

北砂 明彦 君

本日は、後藤委員長宜しくお願い致します。久し

ぶりの研修です。勉強させていただきます。大和田

園RC河西さん、ようこそお出で下さいました。

スマイルボックス 北砂 明彦 委員長 本日 ￥9,000 累計 ￥２１６，３００
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国際ロータリー URL https://www.rotary.org/ja

2780地区 公共イメージ委員会からのお知らせ

【Facebookページ】
「国際ロータリー第2780地区」
いいねやコメント、シェアなどよろしくお願いします。

【YouTube】
チャンネル名 「第2780地区公共イメージ委員会」
番組名 2780ＮＯＷ

いいねやコメント、シェアなどよろしく
お願いします。


