
＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はこれに照らしてから～ ■幹事報告
３．行為と友情を深めるか <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆第２４１２回５月１６日（水）

卓話：宮城規眞氏（琉球歴史研究家）

演題：琉球の歴史について（第２話）

◆第２４１３回５月２３日（水）

※夜間例会から昼例会（ラグナ）に変更

●５月３０日（水）休会

：富田 真理子 　（定款第8条第1節Ｃ項適用）

：永山会長 ◆第２４１４回６月６日（水）　理事会

：新垣 真由美

：奉仕の理想・四つのテスト ◆第２４１５回６月１３日（水）

：池田 彩織 クラブ協議会

：我謝 八重子 ◆第２４１６回６月２０日（水）

：永山 雄一 移動例会（社会奉仕活動）慰霊の日に因んで

：大城副幹事 場所：宜野湾市いこいの市民パーク

：宮城 富夫、城間 幹夫 時間：10：30集合　11：00放蝶

：櫻井権司パストガバナー ◆第２４１７回６月２７日（水）

：新垣 義夫 夜間例会（永山年度最終例会）19：00点鐘

：新垣 義夫 場所：ラグナガーデンホテル

☆ゲスト ＜例会変更のお知らせ＞

・櫻井えり子様（櫻井パストガバナー令夫人） ・那覇北ロータリークラブ

・謝敷勇様（仲吉 サダ子会員紹介）） 日時：5月24日（木）19：00～21：00

・酒井圭子様（仲吉サダ子会員紹介） 場所：琉球酒場てびち屋本舗（下地勇気会員店）

・上地ヒロ子様（東江繁子会員紹介） 　　　那覇市松山1-13-1　1階

★ビジター ビジター費：4,000円

・櫻井権司パストガバナー（東京武蔵野ＲＣ） ＜例会休会のお知らせ＞

・新本博司ガバナーノミニー（那覇ＲＣ） ・那覇南ロータリークラブ

・山里将パストガバナー補佐（浦添ＲＣ） 日時：5月28日（月）

・大城裕美様（浦添ＲＣ/会長） 　　　定款第8条第1節Ｃ項による休会

・田中久光様（浦添ＲＣ/幹事） ・コザロータリークラブ

・上原慎次様（那覇南ＲＣ/会長） ・那覇東ロータリークラブ

・大原博様（那覇西ＲＣ） ・那覇北ロータリークラブ

・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） 日時：5月31日（木）

　　　定款第8条第1節Ｃ項による休会

■永山会長 ・那覇ロータリークラブ

日時：6月12日（火）

日時：6月26日（火）

　　　定款第6条第1節Ｃ項により

扶輪社 ➡ ロータリークラブ 社長當選人 ➡ 会長エレクト

總　監 ➡ ガバナー 全球奬助金 ➡ グローバル補助金

分享制度 ➡ シェアシステム 總監提名人 ➡ ガバナーノミニー

【メークアップ】 秘　書 ➡ 幹事 社　長 ➡ 会長

◆5/10圓通ＲＣ例会出席　田中旨夫会員

立法會議 ➡ 規定審議会 社　友 ➡ 会員

宮城ロータリー情報研修委員長

私は幾つもの役職を兼ねておりまして、まず
友好クラブ副委員長の立場から、来週台湾の
圓通ＲＣ14周年記念式典に6名で参加しま
す。ここからはロータリー情報として、去っ
た3月の日台親善会議での田中先生の記事が
ロータリーの友5月号に掲載されております。
田中先生は台湾だけでなく全国から卓話の依
頼がありあちこち駆け回っております。100
歳で臨床内科専門医の資格を更新しておら
れ、感心するばかりです。次の更新は5年後の
105歳です。凄いですね。

出席免除者欠席数 2 2

■出席報告

前 回 累 計 ¥460,000

会員数 35 35

今回

5月9日

第2411回 ¥18,000

前回

■地区・他クラブよりお知らせ

■皆さんに会い来ました。（山里将/浦添ＲＣ）

■櫻井パストガバナーご夫妻にお目にかかれて嬉し
いです。サダ子さん先日は浦添ＲＣ夜間例会で大変
お世話になりました。（大城裕美/浦添ＲＣ）

■櫻井パストガバナー卓話大変有難う御座いまし
た。ロータリーの原点についてわかりやすく説明し
て頂き大変勉強になりました。（柏田 吉美）

■初の例会出席嬉しいです。（酒井 圭子）

■櫻井パストガバナーの卓話を宜野湾の皆様と御一
緒出来て嬉しいです。ありがとうございます。（田
中久光/浦添ＲＣ）

大城英明副幹事

皆さんこんにちは。本日は特に幹事報告はあ
りませんが、青少年奉仕月間リソースのご案
内があります、後ほど回覧しますのでご覧に
なって頂きたいと思います。本日は櫻井パス
トガバナーご夫妻、並びに多くのゲスト・ビ
ジターの方に来て頂きありがとうございま
す。よろしくお願い致します。

■委員会報告

例会日 5月2日

訂正出席率 72.73% 72.73%

1

33 33

出席者数

0免除会員

皆さんこんにちは。
昨日沖縄県梅雨入り宣言されました。今年は
奄美大島に先を越されましたが、とにかく元
気に過ごしたいと思います。本日は櫻井パス
トガバナーようこそお越し下さいました。パ
ストガバナーの卓話があるという事で、こう
して多くのゲスト・ビジターの方例会にお越
し頂き、非常に例会が盛り上がる事と思いま
す。これからの宜野湾の活性化の為に是非毎
年来て頂きたいと思います。本日はどうぞよ
ろしくお願いいたします。

■例会予定

■ニコニコの趣旨

青少年奉仕月間

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

＊＊＊　第２４１１回　（２０１８年５月９日）　例会報告　＊＊＊

■例会プログラム

ｴｺ思想推進宣言

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

斉 唱

ゲストビジター紹介

司 会

開 会 点 鐘

《5月ロータリー為替レート　＄１＝￥108》

例会NO.

累 計 ¥478,000

2411

会 長 挨 拶

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

出 席 報 告

■会長挨拶

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　　新垣裕樹会員

卓 話

■櫻井パストガバナー、講話ありがとうございまし
た。認め合って一つの事を成し遂げる。忘れかけて
おりました。ロータリー精神、再度気付く事が出来
ました。（アラルコン朝子）

■櫻井権司PG様おかえりなさい。えり子奥様よう
こそお越し下さいました。心から歓迎申し上げま
す。ガバナーノミニー新本博司様始めゲスト、ビジ
ターの皆様、本日はありがとうございました。感謝
致します。（仲吉 サダ子）

■櫻井パストガバナー御夫妻を歓迎して！又本日の
卓話どうも有難う御座いました。（比嘉盛吉）

■パストガバナーの卓話どうもありがとうございま
した。改めてロータリーの基本理念を確認し今後
ロータリー会員として進むべき道を学びました。今
後とも御指導下さい。（許田 英子）

メーク
アップ

一般会員

69.70% 69.70%

23 23

■櫻井PDG御夫妻ようこそ宜野湾RCへ(^^♪。（宮
城 富夫、白間 弘造、新垣 義夫、永山 雄一）

2410

¥51,626

¥1,976

¥49,650

出席報告

ここで先週のクイズの答えです(^^♪　皆さん出来ましたか？

1

訂正算定分母 33 33

訂正出席者数 24 24

0

算定用会員数

出席率



職業宣言　１．自分の仕事に誇りを持つことから、職業奉仕は始まる。

　　　　　　　　　　卓話：櫻井権司パストガバナー
　　　　　　　　　　演題：「変貌するロータリーとクラブのあり方」

皆さんこんにちは。1年ぶりに押しかけ卓話で押しかけて参りました。来る度に大変な
歓迎を頂きましてロータリアンで良かったなと思います。新本ガバナーノミニーが大
変お忙しい中わざわざお越し頂いて今日は緊張しております。パストガバナーという
冠を頂いて色々な所にお邪魔し、行くところ行くとこでロータリアンと親しくなれ
る、正にロータリーのだいご味です。宜野湾ＲＣでは「おかえりなさい」と言って迎
えて頂き、そして近隣のＲＣの皆様が応援に駆けつけてくれる大変嬉しく思います。
そんな中で日頃気になっているのが国際ロータリーとクラブとの関係を少し整理して
いかなければという思いがあります。そのことを出来るだけ簡略にお話致します。
テーマは「変貌するロータリーとクラブのあり方」と堅苦しいのですが一つ気楽に聞
いて頂ければと思います。

ご承知の通り110年を超えたＲＩですが、やはりこの100年間というのは非常に大きくロータリーそのものが
変わって来ています。ご承知のように1905年に5人の仲間が、決して裕福でない方々がロータリーを作ろう
という事から段々発展してＲＣが形成されて1915年にＲＩの形が出来上がった。その前の1912年にイギリ
スが一つのロータリー連合会を作ろう、合わせてカナダにもロータリー連合会を作ろうと動き出した事に全米
ロータリーは大変驚きましてロータリーの思想、論理がバラバラであってはいけないという事で国際ロータ
リーと各クラブと直結し地区方式を取り、今530地区ありますが、この地区がそれぞれのクラブの地域を取り
まとめる、そのクラブがＲＩの会員となる。そういう直結システム取ろうという事で1915年にガバナー制度
を取りました。決して地区代表ではなくてロータリーの基本的な考え方をしっかりクラブに伝達してクラブを
活性化するようにサポートするのがガバナーの役割です。ガバナーと言うのは、いわゆる地区利益代表でＲＩ
の役員になるのではなく世界530地区が同じ論理、ロータリー運動を展開するよう統一性を持たせる事がガバ
ナーの役割でもあります。1923年決議23-34正にロータリーの哲学が確立されました。およそ1930年まで
にロータリーの考え方、社会奉仕活動が展開されました。当時は身体障害者を支援するというのは全米各ＲＣ
で盛んに行われ身体障害者協会を作るまでに発展しそれがウィサーブ、アイサーブの議論にもなりました。そ
のようにして実践的な奉仕活動が上がってきて1980年に３Ｈ、そして1985年に今も続いているポリオが始
まり1989年には女性会員が認められるという事でＲＩは次々と変わって来ております。そして2016年規定
審議会、クラブ運営に柔軟性が出されました。これはクラブが選ぶ自由度が多ければ多い程活性化されるとい
う調査結果からクラブに裁量権をうんと与えてその地域に合ったロータリー活動をして欲しいという事です。
まさにこの110年ＲＩは変わって来ている。しかしここで一番に抑えておいていけないのは決議23-34で
す。いわゆるロータリーの哲学であります。利己的な欲求と他人への尽くす感情を調和させるそれがロータ
リー運動であり実践的な場所がこの例会であるということが言えます。それをサポートしているのはロータ
リーの目的であり寛容の心であります。次に変わらぬロータリーの倫理、土台は社会奉仕に関する1923年の
声明、ロータリーの理念、ロータリーの目的、中核的価値観、五大奉仕部門、クラブ、ロータリアンという風
に三角形で成り立っています。それにＲＩが確実なものとして世界がこれでもって活動する訳です。ですから
誰もその三角形を崩してはいけないのです。反対にロータリー特有の慣習、ロータリーの役割を与えられたら
断ってはいけない。全ての役職を担ってもらう。毎月一回ロータリーの友を例会で紹介する。これも正に慣習
と言えますね。そしてロータリーの理事会のルールではなくなった多数決で決めない。いわゆるお互い寛容の
精神で多数決でなく認め合って一つのものを決めていく。或いはロータリーの理事会で決める前にどこかでお
茶を飲みながらそれを決めてはいけない。決めるような事をして理事会に出してはいけない。或いは入会推薦
状が出るとこの月、その週に理事会で決まる事がありますが、やはり6ヶ月位預り、推薦された方がどのよう
な方なのか大体6ヶ月位で情報が入って来るという事これも慣習です。今までは職業奉仕の話さえしていれば
ロータリーだよと、ですから職業奉仕という川にクラブと言う船を浮かべていれば川の流れに自然と流されて
いくそれをロータリー運動だとことすんでおりましたが、今まさに社会は大きく変わって情報の伝達にしろ若
い人達の価値観もどんどん変わってます。それでＲＩも一つの方向性を出していわゆる多様性を打ち出してき
ました。これは次の世代の人達にロータリアンになってもらうには大海に出て大海の中の船になってほしい、
クラブは大海になってほしい。その船はどの位の大きさの船を造るのか、その船をどういう方向に行くのか、
それは国際奉仕をしょう！いやいや地域の草の根奉仕をしよう！いやうちのクラブはロータリーの論理のその
人格形成を特色としようよとかそれを自分達で選びましょうよと、大海に出る船ですからどっちに行っていい
か分からなくなり、あっち行けこっち行けとしたその船に誰が乗ろうとしますか？行く方向かわからない船に
乗る若者はいないと思います。次にここが大事です。今クラブの雰囲気は？例会に12：30ギリギリに来て、
講師の卓話が終わるとさーっと帰る。そこで人間形成が出来ますか？例会或いは色んな行事に皆さん出席して
いますか？そしてクラブの行う奉仕活動に喜びを感じているか先程の寛容の精神で多数決で決めないで皆で納
得してこの奉仕活動を展開していこうよ、来年はこの奉仕活動をもう一歩進めようよ、全員が参加してその社
会奉仕が展開されると満足感が生まれ、やりがいが生まれる。そこが大事です。そういうところをおろそかに
しているクラブが沢山あります。そういうクラブをなくす為にＲＩはクラブリーダーシッププランというプロ
グラムＣＬＰが2004年に発表されました。いわゆる例会の雰囲気はどうですか。出世率はどうですか。奉仕
活動にやりがいを感じていますか。ということを補うためのプログラムです。この3つの事が出来ていなけれ
ばやはりクラブの活性化は必要です。ＣＬＰの具体的な取り組みについては資料の3Ｐをご覧下さい。どのク
ラブも活力を持ちたい活性化したいという事ですのでクラブの長期計画を持ちこれから3年先或いは5年先の宜
野湾ＲＣがどうありたいか、どんなクラブになったらいいのか全員で是非話し合って欲しいと思います。それ
に向かって組織を作る、その組織を合わせる為に先ほど言った運営の柔軟性というのが必要となります。クラ
ブの将来像を描くそして計画を立ててその達成を検証するということを是非やって欲しいです。是非これから
次の世代にもきちっとロータリー運動を引き継いでいく為には関心を持ってもらわなければいけないし現在い
る私達も例会が、その場が人間形成の場であるという事は間違いない事実であります。それを踏まえて宜野湾
ＲＣの3年先5年先を描いて素晴らしいクラブに発展される事を祈念して私の卓話と致します。ご清聴ありがと
うございました。

例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ 会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

２０１８年５月１６日（第２４１２回）

クラブテーマ：変化をもたらす

「MAKING A DIFFRENCE」
２０１７－１８年度 国際ロータリー会⻑テーマ


