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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
千葉 茂 会長
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡 芳樹 様
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

小林
ビジター
誕生日祝

入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)11 月 5 日
出席対象
総数
数
27 名
26 名
（前々回)10 月 20 日
出席対象
総数
数
27 名
26 名

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
小林康記様

康記 様

有本 親子 会員（１１月 １日生）
堀川 敏毅 会員（１１月 ３日生）
森
洋 会員（１１月 ５日生）
海老名敬子 会員（１１月 ７日生）
平林 祐樹 会員（１１月２４日生）
森
洋会員（１９８３年１１月１１日）

出席数
18 名
出席数
10 名

ｶﾞﾊﾞﾅｰ
杉岡芳樹様

出席率
69.23
出席率
38.46％
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メークア
ップ
3名
メークア
ップ
16 名

誕生日祝
森 洋会員
平林祐樹会員

計
21 名
計
26 名

修正出席
率
80.77％
修正出席
率
100.00

「メーキャップされた会員」
10/29 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
伊与田あさ子会員
10/31 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
福嶋義信会員
「ニコニコＢＯＸ」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡芳樹様 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 小林康記様
本日は公式訪問にお邪魔させて頂きました。宜しくお願い致します
三役
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡芳樹様 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
小林康記様 本日はお忙しい中、ようこそおいで頂きました。
ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えしての例会となります。懇親会まで皆様の活発なご意
見を宜しくお願い致します
森
洋会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐お役目ご苦労様です。本日ご指導宜しく
お願い致します。杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の日に誕生日祝い、入会祝いを
して頂き忘れられないﾒﾓﾘｱﾙﾃﾞｨｰになりました。ＪＣからの長い不思
議な縁を感じます。
福嶋義信会員 杉岡芳樹ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ご指導の程宜しくお願い致します
御子柴智義会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。ご指導宜しくお願い致しま
す。森会員平林会員お誕生日おめでとうございます
石井伸二会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日は宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、本日はご指導宜しくお願い致します。
小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日はようこそいらっしゃいませ
壹岐義史会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日はご指導宜しくお願い致します
竹永 薫会員 本日は 国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
お越しいただきました
髙田源太会員 国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ杉岡芳樹様、第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
小林康記様、ようこそお出で下さいました。
ご指導宜しくお願い致します
平林祐樹会員 お誕生日をお祝い頂きありがとうございます。無事に厄年を終えられ
そうです
飯倉正俊会員 第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ杉岡芳樹様、本日はようこそいらして頂きまし
た。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小林康記様
ようこそいらして頂きました
伊澤直樹会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして。宜しくお願い致します
佐々木佑倫会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日はありがとうございます。ご指導宜しく
お願い申し上げます
小出純子会員 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ、小林ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日はご指導宜しくお願い致します。
森会員、お誕生日入会記念日おめでとうございます。
平林祐樹会員 お誕生日おめでとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 30,000 円(累計 233,395 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問でございます。宜しくお願い致します
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「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①第７回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議福岡大会のご案内
日 時 ２０２０年３月６日（金）１０：００登録開始１４：００開会・式典
１６：００記念講演１７：３０懇親晩餐会
場 所 ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｵﾀﾆ博多
登録料 ２万２，０００円（晩餐会・記念誌含む）／同伴者 １万円
②台風１５号及び１９号による被害地への義捐金協力依頼が届いております
③２０２０－２１年度に実施する奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの地区補助金要項が届いております
「委員会報告」
｢スピーチ｣

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ 杉岡

芳樹 様（相模原ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
】

皆さんこんにちは。先日の紹介動画で私の人となりはある程度
見て頂いたと思います。本日はｶﾞﾊﾞﾅｰとしての公式訪問させて頂
くわけですが、主に４つの点についてお話させて頂きます。それ
は①19-20 年度ＲＩ会長ﾃｰﾏ②ﾛｰﾀﾘｰのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明③新しいﾛｰﾀﾘｰ
戦略計画について④2019-20 年第 2780 地区方針についてです。
1）２０１９－２０年度国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
Mark D. Maloney（６８６０地区ｼﾞｹｰﾀｰ RC 所属）
ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学卒業後、奥様のｹﾞｲさんの実家であるｼﾞｹｰﾀ-の法律事務所で、弁護士と
して仕事を始めたとのことです。
ﾛｰﾀﾘｰ歴は、1980 年、25 歳でｼﾞｹｰﾀｰﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会。30 歳でｸﾗﾌﾞ会長。1989～
90 年に（34 歳で）6860 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ。1999 年～20010 年国際ﾛｰﾀﾘｰの理事。2004 年～
08 年ﾛｰﾀﾘｰ財団の理事。2014 年ｼﾄﾞﾆｰ国際大会での大会委員長等々を歴任していま
す。
2019-20 年度 ＲＩﾃｰﾏ 会長方針
「ﾛｰﾀﾘｰは世界をつなぐ」です。
ﾛｰﾀﾘｰの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、世界をより良い場所に変えるために行動を
起こしたいと願う人びとをつなげます。また、ﾛｰﾀﾘｰがなければ出会うことがなかった人
びとや、私たちと同じ考えをもつ人びととのつながりを与えてくれます。さらに、私たちの
支援を必要とする人たちとつながることで、世界中の地域社会を改善するために行動
することが可能となります
４つの強調事項、
1）「ﾛｰﾀﾘｰを成長させる」 GROW ROTARY
2）「家族の重要性を強調」 INVOLVE OUR FAMILIES
3）「内部組織の改革」
BUILD A VIABLE PATH TO ROTARY LEADERSHIP
以上の 3 つの強調事項はすべて、ﾛｰﾀﾘｰの成長に焦点を当てています。
4)「国連との関係」 UNITED NATIONS
ﾛｰﾀﾘｰにおける、重点分野において既に行っている事業と、国連の掲げる「持続可
能な開発目標（SDGｓ）」の事業との間には非常に多くの類似点があります。世界に奉仕
する道をともに歩むことを表しています。
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ﾛｰﾀﾘｰにおける、活動の重点分野
平和構築と紛争予防
疾病予防と治療
水と衛生
母子の健康
基本的教育と識字率向上
地域社会の経済発展
2019-20 年度には、「ﾛｰﾀﾘｰは世界をつなぐ」のﾃｰﾏの下、ﾛｰﾀﾘｰの奉仕を通じて、有
能で 思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いてい
くことを目指します。
以上が今年度ﾏｰｸ･ﾏﾛｰﾆｰ会長の方針であります。
2 ﾋﾞｼﾞｮﾝ声明（2017 年 6 月ＲＩ理事会にて承認）
２０１９年７月から新たな戦略計画が定められました。
中核的価値観( Core Values )は不変です。
中核的価値観
・親睦 ( Fellowship )
・高潔性 ( Integrity )
・多様性 (Diversity )
・奉仕 ( Service )
・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ (Leadership )
ﾛｰﾀﾘｱﾝの持つ５つの価値観に根差してﾛｰﾀﾘｰ戦略計画があります。
新しいﾛｰﾀﾘｰ戦略計画（２０１９年７月より５年間）
1）より大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸで魅力ある奉仕団体であり続けるため、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに力を注ぎ、持続的な成果を実
証する；
目的：
・ﾎﾟﾘｵを撲滅し、残された資産を活用する
・ﾛｰﾀﾘｰのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑおよびﾛｰﾀﾘｰが提供する体験に焦点を当てる
・活動成果を挙げ、それを測る能力を高める
2）参加者の基盤を広げる
より多く、多様な参加者をﾛｰﾀﾘｰに迎え入れる。多様な新会員を向い入れ、現会員を維持
しつつ、ﾛｰﾀﾘｱﾝの次の世代の会員のための選択肢を増やすなど、ﾛｰﾀﾘｰを成長させる
必要があります。
より広く、多くの人びとが団結すれば、変化を生み出す力はより大きくなるということです。
3）参加者の積極的なかかわりを促す
共に奉仕し、人間関係を広げ、より満足のいく経験、機会を提供する。
目的：
・会員の積極的参加を支援する
・価値を自覚できるよう、参加者中心の企画を開発する
・個人的／職業的なつながりを築くための機会を提供する
・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ育成およびｽｷﾙ習得の機会を提供する
4）適応力を高める
急速に変わる世界に対応しなければ、ﾛｰﾀﾘｰは取り残されてしまいます。その為には、組
織と文化を進化させていかなければなりません。ｷｰﾜｰﾄﾞは、革新性と柔軟性であります。
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目的：
・研究と革新、および進んでﾘｽｸを負う意欲のある文化を築く
・管理体制、構造、手順を合理化する
・意思決定においてより多様な考え方を受け入れるために、組織管理体制を見直す
【19-20 年度ロータリー戦略計画の年次目標】
優先事項 1 の目標：人びとが手を取り合うのを促す
優先事項 2 の目標：行動する
優先事項 3 の目標：内部 / 運営的事項
年次目標については、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ対象のﾛｰﾀﾘｰ賞の受賞のための達成項目が年次目
標となっています。ﾛｰﾀﾘｰ戦略計画の優先事項を支えるために、人びとをつなぐ、そして行
動するのﾃｰﾏの下の活動項目を達成したｸﾗﾌﾞを称えることを目的としています。ぜひﾛｰﾀﾘｰ
賞について、確認いただきたいと思います。そしてｸﾗﾌﾞ活性化の指標でもあります活動項目
を達成する活動をしてはいかがでしょうか。
そのことが、ﾛｰﾀﾘｰ戦略計画の年次のｽﾃｯﾌﾟとなり、ﾋﾞｼﾞｮﾝ声明達成のための一歩となり
ます。
ぜひ、ﾛｰﾀﾘｰ賞にﾁｬﾚﾝｼﾞしていただきたいと思います。
なお、この活動項目達成には、各ｸﾗﾌﾞが My ROTARY、ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙのｵﾝﾗｲﾝﾂｰﾙに登録、
情報更新が必要であります。
2019－20 年度 第 2780 地区方針
「1 ｸﾗﾌﾞ 1 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを」
ﾛｰﾀﾘｰのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明は、
私たち（ﾛｰﾀﾘｱﾝ）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。
私たちﾛｰﾀﾘｱﾝは行動人です。世界を、地域社会をよりよく変えたいという願望があります。
ﾛｰﾀﾘｰの奉仕を通じて、有能な、思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすた
めのつながりを築いてまいりましょう。
地区内ｸﾗﾌﾞはそれぞれがｸﾗﾌﾞとしての奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを現在も実施、あるいは実施の準備
をしているはずです。しかし、あえて地区行動方針として、「1 ｸﾗﾌﾞ 1 ﾎｳｼﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを」を提
案させていただきます。
新しいﾛｰﾀﾘｰ戦略計画では、世界各地でより良い地域社会づくりを行う定評のあるﾀﾞｲﾅﾐ
ｯｸな団体としてのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが評価されている、としています。
今まで以上にｸﾗﾌﾞとして持続可能な地域社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをすることが奨励されていま
す。新しいｱｲﾃﾞｱで、地域社会のより広い世代、支援を必要とする人たちを巻き込み、つな
がり合うことのできる新たな地域社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを企画、立案、実行または継続する奉仕
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの視点を変えて見直すことはどうでしょう。地域社会からより認知され、支持者、仲
間を増やすことは、増強にもつながり、元気なｸﾗﾌﾞづくりにつながると信じます。
9 つの行動目標を定めました。
１. ＲＩ会長ﾃｰﾏおよび強調事項の推進
２. ＲＩﾛｰﾀﾘｰ賞への積極的なﾁｬﾚﾝｼﾞ
ﾛｰﾀﾘｰ賞は、ｸﾗﾌﾞ活性化の明確な指標となっている。各ｸﾗﾌﾞが指定された項目をｸﾗ
ﾌﾞの計画にあげ、受賞資格を得る活動がなされるよう奨励する。
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３. 新しいＲＩ戦略計画の推進
・より大きなｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす
・参加者の基盤を広げる
・参加者の積極的なかかわりを促す
・適応力を高める
４. 会員増強・会員維持・ｸﾗﾌﾞ拡大
・女性会員や４０歳未満の会員の入会、またﾛｰﾀｰｱｸﾀｰのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの入会を促す。
・各ｸﾗﾌﾞ２名以上の純増を
・既存会員の維持
・新ｸﾗﾌﾞ（衛星ｸﾗﾌﾞを含む）の拡大
19 年 7 月のﾃﾞｰﾀでは、会員数は、前年度 28 名の減で 2,370 名となってしまった。（18-19
年 7 月会員数 2,398 名）
５. 新世代育成の推進
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞへの支援および協力の強化。また、ﾛｰﾀﾘｰ賞受賞に向け、指定
された項目をｸﾗﾌﾞで実行するよう奨励する。
・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸﾄの新クラブ拡大
・若い職業人、若い世代のﾘｰﾀﾞｰﾉﾘｰﾀﾞｰ育成
（RYLA の実施）
６. 地区ﾋﾞｼﾞｮﾝおよびｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝの策定の推進
・戦略計画を基礎として、地区およびｸﾗﾌﾞの中期ﾋﾞｼﾞｮﾝを策定してください。ｸﾗﾌﾞにおいて
は、戦略計画委員会または長期計画委員会等の委員会を立ち上げ、または活性化して、
ｸﾗﾌﾞの将来のあるべき姿を描き、その実現に向けての行動計画を立てていただきたい。
７. 奉仕活動推進のためのﾛｰﾀﾘｰ財団への年次寄付
・年次寄付 200 ドル以上／1 名
・ポリオ寄付 40 ドル以上／1 名
・恒久基金 1,000 ドル以上／1 クラブ
８. 米山奨学会寄付
・20,000 円以上／1 名
本年度、わが地区には２９名の米山奨学生を預かっています。やはりこの奨学生の数も地
区の寄付総額により増減します。
３年前の寄付総額を基本として、次年度に向けての奨学生数の割り当ては２8 名が決まり
ました。前年度の－１名です。３年後により多く米山奨学生を預かることは地区およびｸﾗﾌﾞの
活性化にもつながります。ぜひ米山寄付の増進をお願いします。
９. 公共ｲﾒｰｼﾞ向上に向けて
・ﾛｰﾀﾘｰの認識を高め、「世界を変える行動人」（ PEOPLE OF ACTION ）ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを促進
する。
国際ﾛｰﾀﾘｰ２７８０地区には、６８ｸﾗﾌﾞ、２，370 名の会員がいます。主役は地区ではなく、
ｸﾗﾌﾞです。
ｸﾗﾌﾞの目的は、標準ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ定款第３条に；
「ｸﾗﾌﾞの目的は、「ﾛｰﾀﾘｰの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふ
れる奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施し、会員増強を通じてﾛｰﾀﾘｰの発展に寄与し、ﾛｰﾀﾘｰ財団を支援
し、ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙを超えたﾘｰﾀﾞｰを育成することである」と定められています。
この目的を基本にして、ＲＩ会長の、そして地区の方針をご理解いただきたいと存じます。
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国際協議会の会場には、大きくｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞが掲げられています。
JOIN LEADERS EXCHANGE IDEAS TAKE ACTION
ﾛｰﾀﾘｰﾒﾝﾊﾞｰは地域のﾘｰﾀﾞｰであります。ﾘｰﾀﾞｰとして会員相互の理解を深め、多様性や
高潔性などﾛｰﾀﾘｰの理念を学び合い、そして行動してください。
ｸﾗﾌﾞの一年間のご活躍を切に希望します。そして、ますます魅力ある、元気なｸﾗﾌﾞになら
れますようご期待を申し上げて、ｶﾞﾊﾞﾅｰとしての公式訪問卓話とさせていただきます。

～例

会

風 景～
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