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日時：2020年 2月27日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２階
司会： 木 村 一 則 ＳＡ Ａ ⑤

2020年 4月 2(木) 12:30～

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

第２９５７回 例 会 記 録
★開 会 点 鐘：上田 稔 副会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

例会セレモニーのみ

2020年 4月 9(木) 12:30～

例会セレモニーのみ

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

会長報告

上田 稔 副会長①
近頃の天候は僅かに積雪もありますが、それに
増して日差しの強さが感じられ雪解けが進んでい
る感がありますが皆様はいかがでしょうか？
本日のプログラムは職業奉仕委員会の事業計画
の一環として地域社会への職業奉仕活動者に対す
る表彰と言うことで、会員の皆様も一度は目にさ
れていると思いますが、心が癒される絵手紙の活
動を長年に亘って行われてこられました「一筆
会」の皆様を表彰させて頂く予定でしたが、一筆
会の塚田会長さんのご家族が風邪だと思いますが
体調を崩されているとのことで万が一皆様にご迷
惑をかけられないと言うことで、今回の表彰式は
欠席させて頂きたい旨の申し出がありました。
委員長、幹事等にて検討した結果、延期させて
いただくことに成りましたのでご了承頂きたいと
思います。
今日は、急濾、東海林会員によるプログラムと
成りました。宜しくお願い致します。
毎日報道されております新型コロナウイルスの
感染者数も北海道は39名と東京を抜いてしまい
ました。当オホーツク管内も３名と予断を許さな
い状況となってまいりました。
政府方針も出されましたが、当クラブとしても
検討しご連絡させて頂きます。

幹事報告

本間

克明 幹事③

１．第4分区IM（都市連合）の開催案内：5月24
日㈰、14時より興部町中央公民館。
本日のプログラム
２．北見三RC合同事務所より、事務所移転のお
知らせが届いております。
３．遠軽高等学校の卒業授与式は新型コロナウィ
ルスを踏まえ、来賓(渡辺会長)の出席は中止。
４．3月7日、8日、富良野で開催予定の地区研修
セミナー・PETSは新型コロナウィルスを踏ま
え、中止。対応等詳細は後日。
５．本日、例会終了後に理事会を開催します。

委員会報告

◇島田 光隆

会長エレクト②

次年度クラブ奉仕委員会各委員会の委員長・副
委員長を発表します。（配付資料参照）
◇高井 一博 次年度幹事④
1. 次年度ライラセミナー開催に係る件
地区ライラ委員長の所属クラブである紋別港
RCを中心とした実行委員会を立ち上げるにあた
り、分区内各クラブ2～3名の応援実行委員で構
成します。開催日は9月12日㈯～13日㈰。
2. 4月18日～19日の地区研修・協議会（富良野
文化会館）参加について；配布資料＝2020-21年
度当クラブ組織表通り、役員、理事、並びに各委
員長の参加をよろしくお願いいたします。

本日のプログラム

東海林勉 勉 メディア委員会
④
「2020国際協議会RI会長エレクトのテーマ講
演」ビデオ⑥をご覧頂きます。【2面へ内容抜粋】
【名前後の○数字は写真の番号】
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2020年国際協議会 〔2020年1月20日〕

ＲＩ会長エレクトのテーマ講演【抜粋】

国際ロータリー会長エレクト
ホルガー・クナーク（ドイツ）

新たなリーダーシップの年度とともに地区の重要
な仕事が終わってしまわずに、さらに注力されてい
くよう、皆さんはチームの一員となって年度を越え
て協力します。私もチームの一員です。
ロータリーの成長に対するマーク・マローニー会
長の強い決意を受け継いでいけることを誇りに思い
ます。
とはいえ、数字を掲げて成長を求めるようなこと
はしません。その理由はごく単純です。これまで数
字を掲げて成長を求めるたびに、失敗に終わってき
たからです。
皆さんには、数字にこだわる代わりに、有機的か
つ持続可能なかたちで、いかにしてロータリーを成
長させることができるかを考えていただきたいと思
います。
いかに現会員を維持し、クラブにふさわしい新会
員を募れるか。そして、立ちはだかる課題に立ち向
かうため、いかに組織を強くできるか。
ポリオ根絶の取り組みによって世界でロータリー
への認識が高まっているこの絶好の機会に、行動を
起こさなくてはなりません。「太陽が出ているうち
に屋根を修理しなければならない」のです。
多くの意味で、ロータリーは素晴らしい状態にあ
ります。財務も健全です。財団は、世界で最高の慈
善団体の一つに数えられています。グローバル補助
金は増え続け、ロータリーは年々、国際的な活動に
注力するようになっています。
ロータリーはまた、興味深いかたちで進化してい
ます。今では、アジアのロータリアン数が北米のそ
の数を上回っています。しかし、この傾向が続けば
リスクもあります。特に人口の高齢化が進む地域
で、ロータリーが衰退し、老齢化しています。
何もせずにこれまでの功績に満足していることは
できません。デジタル革命が私たちにもたらした打
撃は、予想をはるかに超えています。これまでもこ
の課題に直面していましたが、十分な対応が取られ
てきませんでした。
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時間は、私たちのためにスローダウンしてくれま
せん。
とはいえ、私たちは急速な変化に負けません。こ
の機会をとらえてロータリーを成長させ、より強
く、適応力を高め、中核的価値観に寄り添ったロー
タリーとなるのです。
ドイツで私たちは、ロータリーは価値を共有し、高
潔な心をもつ人のコミュニティであると考えていま
す。人びとをロータリーに引きつけるのは、友情と
人脈づくりの機会です。だからこそ、クラブが強い
のです。奉仕の力は強いクラブから生まれます。
「四つのテスト」は、客観的に物事を決める上で
助けとなります。その要は、内省です。時に、自分
の目で見たことが真実であるかどうかさえわからな
くなることがあります。しかし、「四つのテスト」
のおかげで、私たちはこう自問します。「自分は正
直か」「自分のしていることは正しいか」、と。こ
れは大切なことです。では、自分に正直であるな
ら、将来を考えたとき、待ち受ける課題に取り組む
ためにロータリーは十分に手を尽くしていると言え
るでしょうか。
ロータリーは変わらなければなりませんし、必ず
変わります。古き良きロータリーではなくなったと
文句を言うロータリアン仲間がいたとしても、変わ
らなければならないのです。ポール・ハリスが言っ
たように、時に革命的でなければなりません。そし
て、革命的であるべきときは、まさに今なのです。
その一つの方法は、新クラブのモデルをつくり、ロ
ータリー会員であることの意味を考え直すことで
す。新クラブの設計者は、若い人たちであるべきで
す。 ご存知の通り、ロータリーとは、クラブに入
会するというだけでなく、無限の機会への招待で
す。ポリオ根絶のように大規模で歴史的なプロジェ
クトから、地域社会でのささやかなプロジェクトや
1本の植樹まで、奉仕する機会への扉を開いてくれ
ます。 私たちの中核的価値観を基に、世界中の友
人たちとともに、より豊かで意義ある人生への機会
の扉を開いてくれます。
ロータリアンとして、ロータリーにとってのこの
素晴らしい時にリーダーの役割を務められることは
幸いです。
私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのため
に機会の扉を開いています。
従って、私たちの年度のテーマは、
「ロータリーは機会の扉を開く」です。
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