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遠軽ロータリークラブ

会長挨拶 本間 克明 会長
遠軽ロータリークラブ会長の本間です。よろしく

お願いします。
本日は、漆崎隆ガバナーの公式訪問となります。
遠軽地域では、8月中旬から9月上旬にかけて、

新型コロナウイルスのクラスターが数か所で発生、
緊急事態宣言も今月の30日まで延長となり、当ク
ラブでは、今月一杯、例会は休会としております。
本日は、理事・役員、地区委員での対応とさせてい
ただきました。
本来ならば、公式訪問として遠軽にお越しいただ

き、クラブ協議会、例会を開催し、会食のうえ、親
交を深めることを楽しみにしておりましたが、叶わ
ず残念に思います。
この度はズーム形式となりましたが、公式訪問を

開催してくださり、漆崎ガバナーを歓迎申しあげま
すとともに、開催にあたり、中津ガバナー補佐、そ
してガバナー事務所の皆様にお礼を申しあげます。
本日の公式訪問において、漆崎ガバナーより講話

をいただきますので、よろしくお願いいたします。
明日のバナー交換【写真右下】と会長・幹事懇談

会も、よろしくお願いいたします。

ガバナー講話
ガバナー 漆崎 隆（釧路ベイRC）

遠軽ロータリークラブの皆様 こんにちは。
今年度、RI第2500地区ガバナーの漆崎隆です。

★開 会 点 鐘：－
★国 歌：－
★Ｒ ソ ン グ ：－
★四つのテスト：－

ガバナー公式訪問記録
日時：2021年９月16日(木)10:00～
会場：オンライン
司会：髙橋義詔幹事
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2021－22年度 国際ロータリー第2500地区 ガバナー公式訪問：オンライン

【画像は第2500地区事務所録画ビデオより；一部加工】

どうぞよろしくお願い致します。
今年度、RI会長は、インド・コルカタ・マハナガ

ーロータリークラブのシェカール・メータ会長で
す。今年 2月1日から11日まで、ロータリー史上
初めて ウエブで国際協議会が開かれました。

その初日、RI会長テーマが発表されました。
その時の ビデオをご覧ください。（8分間）

〇今年度のRI会長テーマは
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

Serve to Change Lives です。
〇これを受けて、地区スローガンは

「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」とい
たしました。 【2面へ】
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【1面より】
〇本題に入る前に 2つお話をしたいと思います。
〇一つは 今、ロータリーは 大きく変わろうとして
いると感ずるのは私一人ではないと思います。研修リ
ソースが変わった背景には次の様な現実があります。

今日の世界は1905年の世界と同じではありませ
ん。人口動態が変わり、変化のスピードが加速し、テ
クノロジーによって、つながりや奉仕の新たな機会が
生み出されています。不変なのは ロータリーを定義
づける価値観に対するニーズです。

そうして生まれたのが、2015年に発表された「ロ
ータリーのビジョン声明」です。「私たちは、世界
で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な
良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動
する世界を目指しています。」

ロータリーのビジョンの実現に向けて ロータリー
の新しい戦略計画が発表され、ロータリーの行動計画
である４つの優先事項が唱えられました。
１．より大きなインパクトをもたらす。
２．参加者の基盤を広げる。
３．参加者の積極的なかかわりを促す。
４．適応力を高める。

しかし、100年以上経ても ロータリーの中核的価
値観は変わりません。それらの行動は「四つのテス
ト」、「ロータリーの目的」、「五大奉仕部門」に現
れています。

ロータリーの中核的価値観とは
・親睦（Fellowship） ・高潔性（Integrity）
・多様性（Diversity） ・奉仕（Service）
・リーダーシップ（Leadership）

次の100年を目指して、様々の事が検討され実行さ
れつつあります。
・SRF委員会（未来形成委員会）
・DEI（多様性、公平さ、開放性）方針
・ローターアクトの参加、等
〇もう一つは、如何に、コロナ禍による影響からロー
タリアンが元気を取り戻し、地域のリーダーとして、
地域に活気をもたらすか、です。このことが今年度、
一番力を入れたい所です。
◎「ロータリーの素晴らしさ」とは、何でしょう？

コロナ禍の、こんな時だからこそ、立ち止まって、
もう一度、ロータリーの原点を見つめ直して見ません
か？

ロータリーは、慈善団体ではありません。発展途上
国の援助が目的の団体でもありません。お金集め、人
集めが目的の団体でもありません。

ロータリーの本質には素晴らしい魅力があります。
ポールハリスの「ロータリーとは何か」と言う自問

自答が「My Road to Rotary ロータリーへの
道」に出ています。

ロータリーとは何か、何千人のロータリアンに聞け
ば、何千通りの答えが返って来るだろう。しかし、も

ニコニコＢＯＸ
漆崎 隆君 公式訪問(会長･幹事懇談会)に際して

10,000円
2021-22年度合計127,000円

☆今月会報担当：本前信之委員
2021-22_9th-03

し、ロータリーがより寛容で、より他の人の良さを認
め、より他の人と親しく交わり、助け合うようにして
くれるなら、そして、人生の美しさと喜びを発散し、
伝える様にしてくれるなら、それが、我々が求めるロ
ータリーの全て、である。それ以上、ロータリーに何
を求めることがあろうか、と記しています。もう少
し、ロータリーの原点を見つめてみましょう。
・ロータリーを始めたのは、ポールハリス、です。
・ロータリーの基礎に「Service サーヴィス」をす

えたのは、アーサー・フレデリック・シェルドンです。
「サーヴィス」は、日本語に翻訳されたのは「奉仕」
ですが辞書（広辞林）でひくと、
①仕（つかえ）えまつること。
②自己の利害をはなれて長上の者や公共のために尽く

すこと、と書いてあります。
これは、ロータリーの職業奉仕にはなりません。サ

ービスと言う言葉が日本で使われている多くの意味
は、労力や金品を無料で相手やかわいそうな人に、や
ってあげる、与えてあげると言う意味に使われる事が
多い様です。

ロータリーでは、お医者さんが無料で診断をして上
げる事は、職業奉仕ではありません。むしろ、社会奉
仕です。

また、弁護士が無料相談をして上げる。これも職業
奉仕にはなりません。社会奉仕と言えるでしょう。

英語で、職業は“オキュペーション（Occupation）”
ですが、ロータリーの職業は、“ヴォケーション
（Vocation）”です。

つまり、ヴォケーションは天職、天から与えられた
神様から与えられた、世の中のためになる職業です。

これは、ロータリーの職業は、人々が社会が必要で
ないものはひとつもありません。と言うことです。

まだまだ お話をしたいのですが 限られた時間で
すので、地区方針について、お話したいと思います。

地区方針は
“地区の明るい未来の為に、地域の人々と
「親睦と持続可能な奉仕活動の推進」”

といたしました。
具体的な目標は次の通りです。(区活動計画書参照)
もう一度、申し上げますが、コロナ禍を乗り切るに

は、皆様のクラブが元気になる事です。一人一人のロ
ータリアンが、元気になって、リーダーシップを、全
ての面で発揮する事です。

それには、まず、家庭のリーダーシップ、奥様を連
れて世界大会・ヒューストンへみんなで一緒に行きま
しょう。

「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」


