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国際ロータリー 第２５００地区 第４分区

遠軽ロータリークラブ
THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９９０回 例 会 記 録

日時：2021年 4月15日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：乾
淳 ＳＡＡ ②
★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：手に手つないで
★四つのテスト：－

会長報告

島田

2020 ～2021

＜母子の健康月間＞

Weekly Report№２８
2021年 4月22日(木)12:30～

例会セレモニー

2021年 5月 6日(木)12:30～

例会セレモニー

光隆 会長①

皆さん こんにちは。
今週の日曜日、4月11日は、地区研修・協議会
・第1~5（12日は第6~7）分科会が開催されまし
た。各委員会の責任者として参加された方も多か
ったと思います。たいへんお疲れさまでした。私
も、午前中の研修会に参加させていただきまし
た。ＺＯＯＭ会議ということで、開始早々は少し
バタバタしたようでありますが、無事、予定どお
り終えることができ、何よりのことと思います。
ところで、週の始まりは何曜日から始まるので
しょうか。日曜日からという説と、月曜日からと
いう説があるようです。カレンダーにも「日曜始
まり」と「月曜始まり」の二種類があるようです
が、宗教的な考え方が影響していると言われてい
ます。
キリスト教の場合、週の始まりは「日曜日」で
す。その理由は、「日曜日」はイエス・キリスト
が復活した日で、その日は仕事をお休みして儀式
を行う「安息日」になるということです。ユダヤ
教では「土曜日」が「安息日」で、「日曜日」を
週の始まりとしています。この考え方を取り入れ
たのがアメリカや日本で、日本の場合、明治時代
にこの考え方が伝わってからは、カレンダーは日
曜日を始まりとしているものが多いそうです。
「労働基準法」でも、就業規則などで特に決まり
がない限りは、「１週間は日曜日に始まって土曜
日まで」という解釈だそうです。
最近は、コロナ禍において、「週末の外出はお
控えください。」という言葉をよく聞きますが、
この場合の週末は土日を示している場合が多いよ
うで、そうすると週の始まりは月曜日ということ
本日のプログラム
になります。いずれにしても、この議論に正解は
ないようでありますが、「今週の日曜日」とか
「来週の日曜日」といった会話をする場合、お互
いが思っている週がずれていることもありますの
で、十分注意していただきたいと思います。
ちなみに、遠軽信用金庫の１枚ものカレンダー
は「日曜日始まり」となっております。皆さんも
ご自宅のカレンダーを確認してみてください。
このところ、感染力の強い変異株が増えている
ようであります。会員の皆さん、くれぐれもコロ
ナウィルスにお気を付けください。
本日は、ご出席ありがとうございました。

幹事報告 高井 一博 幹事③

１ ．北 光 福祉 会 北光学園堤園長先生より、2
名の卒園生の在学証明書により進級が確認さ
れ、4月13日に両名の口座に地区奨学金が振
り込まれた旨の連絡と礼状。
２．NPO法人遠軽町手をつなぐ育成会「かたつ
むりの会」会報第64号を回覧。
３．ロータリー米山記念奨学会「ハイライトよ
ねやま」今月号を回覧。
4．遠軽商工会議所のメールアドレス変更連絡。
・変更前：engarucci@engaru-cci.or.jp
・変更後：engarucci@engaru-cci.jp
5月末まで旧アドレス受信可能。早めのアド
レス帳の変更を。
④
【名前後の○数字は写真の番号】

2020～2021年度
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2021-2022年度 地区研修・協議会

第６分科会報告＜ZOOM開催＞

2021年4月12日㈪ 18:00~19:30
メディア委員会 東海林 勉
対象委員会は、RLI、ロータリー研修、親睦活
動、会報、広報･ITで、私と大西会員が参加。
松田英郎ガバナーは地区方針の一項に「RLIを
かたちにしていきましょう」、漆崎隆ガバナー
エレクトも同じく「RLIを推進しましょう」と掲
げていることから、RLIの目的、RLI導入の説明
があり（以下）、進め方は2名のディスカッショ
ン･リーダー（DL）と6名一組の2つのディスカ
ッションチームにより、各DL＋チームが前･後
半で与えられたテーマごとにセッションが行わ
れ、時間通りに終了した。
RLIとは？ （Rotary Leadership Institute＝
ロータリー･リーダーシップ研究会)
ロータリアンの知識を啓発し、将来のロータ
リークラブの指導者養成のための他地区合同プ
ログラム
①1992年、アメリカの第7510地区から始まっ
た研修組織
②2002年、 RI 理事会が地区やクラブの参加推
奨決議を採択
③2013年、規定審議会の決議に関し②の決定
は 有効との声明。 RI 地域リーダー選任にあ
ってはRLI 経験含む
それは、
＊今のロータリーに、そして、これからのロー
タリーが、
＊さらなる発展を遂げられるよう組立てられた、
＊国際ロータリーが推奨する研修プログラム
主な研修カリキュラム
パートＩ ロータリアンとしての私
～会員の参加を促す～など
パートⅡ 私たちのクラブ
～チーム作りとクラブコミュニヶ
－ション～など
パートⅢ 私のロータリーの旅
～強いクラブ作りや変化をもたら
す～など
ロータリアンとしての成長と
ロータリー観の確立

2021(令 和 ３)年 4月22 日 発 行 (2)

2500地区で検討するＲＬＩ導入
A 現在、世界の80％近い地区が参加している
B お隣の2510地区は、すでに会員地区となっ
ている
C 会員 数の伸び悩みと退会防止に対する強化
策が必要な時期
D リーダー育成研修制度の未確立で、早急な
確立が必要
E 欧 米型の考え方や発想を取り入れ積極的行
動へのシフトが必要
会員数の維持、そして、増加によるロータリー
の発展(ディスカッションで、自他の意識確認
と行動意識の確立)
分科会でのＲＬＩ実施の経緯
１．地区内ロータリアンの皆様にRLI の概要を
知って頂く
２．地区へのRLI 導入の第１歩として実施、視
聴して頂く
３．視聴して頂くことで、何らかの意識の変化
を期待する
４．継続的なディスカッションの実施で、ロー
タリーを語る機会を増やすきっかけになれば
・・・
今回のディスカッションメンバーは
主に、2020年2月に札幌で研修を受けて所定
のプログラムを修了したロータリアン。
◆テーマ
１．貴方にとってロータリーは何ですか？
目的？／貴方はなぜロータリーを続けている
のですか？（前半のDL＋チーム）
２．例会に休まず出席する重要性？（後半のDL
＋チーム）
○セッションでの注意事項
・自由に討議に参加してください
・注意深く聞きましょう
・経験を自由に語り合いましょう
・本題から離れないように注意しましょう
・他人の発言に対して寛容に
・自分と違った視点に対して感謝しましょう
・発言は短く、的確におこないましょう
・楽しく討議しましょう
・一人の方が長く話をされると、他の方の時間
が足りなくなってしまうので、DLが注意す
る場合があります
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【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

