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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２９９１回 例 会 記 録

日時：2021年 4月22日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：上田
稔 副ＳＡＡ ②
★開 会 点 鐘 ：島田 光隆 会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

会長報告

島田

2020 ～2021

＜青少年奉仕月間＞

Weekly Report№２９
2021年 5月 6日(木)12:30～

例会セレモニー

2021年 5月13日(木)12:30～

例会セレモニー

光隆 会長①

皆さん こんにちは。
来週の4月29日が「昭和の日」で祝日であるこ
とから、本日の例会が4月最後の例会ということ
になります。昨年の7月からクラブの会長を務め
させていただいておりますが、残り期間もふた月
余りとなりました。コロナ禍により満足な活動が
できない状況でありますが、せめて１回ぐらいは
夜間例会を開催できないものか、と考えていると
ころであります。
新型コロナ感染症も、ここにきて第４波が鮮明
となりつつあり、明日にも大阪府、東京都、兵庫
県に対し、第三回目の緊急事態宣言が発せられる
見込みであります。そこで今日は「コロナ対策の
三大がっかり」というコラム記事がありましたの
で、紹介させていただきます。
がっかりの第一は、COCOAの不具合です。感
染者との接触履歴を知らせるシステムが、ソフト
の不備で通知されない状態が長く続いていた。そ
のことを昨年11月に気付いた人がいたのに、今
年2月の厚労大臣公表まで放置され、対応を怠っ
ていたというものであります。
がっかりの第二は、ワクチンの調達遅れです。
昨年の8月に安倍前総理は、国民全員分のワクチ
ンを本年6月までに確保する方針を公表しました
が、ワクチン担当大臣まで定めて対応しているも
のの、全国民まで行き渡るにはもう暫くかかりそ
うであり、先の見えない状況が続いています。
そして第三のがっかりは、コロナ病床の確保不
本日のプログラム
足です。全病床に占めるコロナ病床の割合は、米
英が10～20％超であるのに対し、わが国は1％未
満と報道されています。道内のコロナ病床も余力
が無くなってきており、とても不安に感じており
ます。この3点が「コロナ対策の三大がっかり」
とのことでありますが、細かい事を言えばこの他
にも色々とあるのかもしれません。頭脳明晰で、
真面目な民族である日本は、一体どうしてしまっ
たのでしょうか。なぜこのように医療対策に弱い
のでしょうか、素人筋には分かりませんが、誠に
残念としか言いようがありません。

いずれにしましても、我々一人一人が、改め
て感染症予防対策を徹底することこそ何よりも
大切なことであり、しっかりと実行していきた
い と 思 い ます 。 本日 は 、色 ん なこ と を忖 度 せ
ず、感じるままを率直に、お話させていただき
ました。本日のご出席、誠にありがとうございま
した。

幹事報告 高井 一博 幹事③

１．地区ガバナー事務所より、地区大会で各ク
ラブを映像で紹介するため、クラブ情報の提
供依頼。
２．地区ガバナーエレクト事務所より 次期成
田育夫地区幹事体調不良により、地区幹事代
理として池田圭樹氏が対応する。
３．北光学園卒園生より、奨学金への礼状。④
４．本日例会終了後、理事会を開催。
【名前後の○数字は写真の番号】
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地区チーム研修セミナー報告

[ZOOM:2021.2.27]

地区規則手続委員会の役割～
国際ロータリーがこれから目指すこと(要約)
小船井 修一 地区手続委員長(PDG、釧路RC)

●地区規則手続委員会の役割
国 際 ロー タリ ーはルールを元に運営されてい
る。RI定款、細則、標準RC定款、RI理事会決定等
の決定に伴うロータリー章典＝運営マニュアル＝
の変更、今は年に6～7回変更されている。要する
に組織規程の変更に関する重要項目の地区内皆様
のクラブへの周知が重要な役割。
●ロータリー現況を理解する為のキーワード二つ
その１ D E I とは？ (Diversity=多様性･Equity=
公平さ・Inclusion=開放性)
シェカール・メーターRI会長は2021年国際協議
会のテーマ講演で次のように述べた：“次年度の焦
点は「女子のエンパワーメント(一人一人が発展や
改革に必要な力をつける)｣となります。
多くの場合、女子は不利な立場に置かれること
が多く、私たちが女子のエンパワーメントに取り
組むことが重要です。ロータリーは全ての子ども
に奉仕しますが、特に｢女子｣に焦点を当てます。”
2019年1月のRI理事会でロータリーのDEIに対す
る信念を表した公式声明もあり、gender equity
(ジェンダー･イクィティ=男女平等、性差別無)を強調。
2020年9月、ロータリーにおけるDEIの現状を評
価し、地域的な違い、ニーズ、優先事項を含むビ
ジョンを盛り込んだ計画を策定する「DEIタスクフ
ォース」を設置。ロータリーにとって有意義で、
達成可能かつ測定可能な成果が期待できる、包括
的な行動計画の形成を担うのが任務。
ダイバーシティ(DIVERSITY=多様性）は組織の
中で多様性を高めるだけでなく、そこに属する人
が個人として尊重されながら構成員の一人として
その違いを活かし力が発揮できるように積極的に
環境整備や働きかけを行っていこうという考え方。
イクィティ(EQUITY=公平さ：JUSTICE=公正）
は 均等に機会を与える事から公正になるまで機
会を与える。上図右側で言えば、果物を枝から
取る時、Equalityは踏台が一緒、だけど身長が低
い人は取ることができない。Equityは下駄を履
かせて全員が公正に果実を得るという形にする。
理事会決定として、RACの人頭分担金等の公平
化、女性会員数や全リーダー職の割合もgender
equityにする、全ての地域リーダー職に必要なパス
トガバナーの資格要件を削除する、等々。

インクルージョン(INCLUSION=開放性、含有、
包括）は多様な人たちがそれぞれの持ち味を生か
して働き、意志決定に関わることで組織に新たな
価 値を もた らす ことを指す。つまり「排除しな
い」、「みんなといっしょに」という意味で、
⇒RACのRI加盟を機に若年層の参加と、女性に門
戸を開くロータリーに転換
⇒会員資格、会費や例会の柔軟性の導入による門
戸の拡大（伝統的クラブ運営の抜本的改革）
その２ SRF 試 験プロジェクトとは？（Shaping
Rotary Future committee=未来形成委員会）
2030年施行を目途とした試験プロジェクト。
地区制度の改革を目指し、リージョナリゼー
ション(リージョンとセクション)へ、ピラミッド
型からフラットな組織へ変えていく。
・試験的プロジェクトの概要
⇒世界で20～30の地域リージョンを設置
文化、言語、ニーズとフォーカス、地理、効
率性を基準にグループ分類を実施
⇒リージョナルカウンシル
地域内のクラブの選挙で選出、任期３年
⇒セクションリーダー(ガバナー名称無くなる!?)
任期2年、1セクションは会員1500～1600人、
25～30のクラブ、アクトを管理
⇒日本は1つのリージョンで100～120前後のセ
クションに細分化(2500地区は3つに細分化!?)
＊2021年10月の決議審議会にて審議、2022年4
月の規定審議会で採択された場合・６年間の
試験プロジェクト実施を経てチューニングされ
・2028年規定審議会で審議：採択された場合、
・2030年7月から施行される
最後に；我々のRCはある意味、女性が極少で
男性ばかりで閉鎖的だったと理解されている。
その問題を解決するためにRIはDEIとSRF試験プ
ロジェクトを取り入れて変革を目指している。
世の中の変化を「我々が」認識することから
判断のスタートが始まる。
【｢DEI｣＝R友誌本年2月号縦組17頁記事参照】
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