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国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

会長 斉藤 勝俊

「会員基盤、そして、
つながりを維持・強化
しよう」

今日の例会 来週の例会今日の例会

会長の時間

疾病予防と治療月間月間テーマ

斉藤会長

■ 本日の卓話
「プラスチックスと環境問題」

木下 晴行 君

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」
ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 12月24日（木）休会

■ 1月7日（木）

初例会と新年会 於：ホテルセイリュウ

3Ｆ 斑鳩の間

1月度定例理事会 ＡＭ11：30～ 於：事務局

初例会 ＰＭ12：00～

新年会 ＰＭ12：30～14：00

中核的価値観としての「多様性」

１ 今年はじめ、サンディエゴで開かれた国際協議会の講演で、当時ＲＩ会長エレクトであったホルガー・クナ

ーク氏は次のように語りました。
「これからの１０年がどうなるか誰にもわかりませんが、どうなろうと、私たちが果たすべき特別な責任を常
に意識しなければなりません。なぜなら、ロータリーで私たちは公平さ、寛容、平和という価値観を信じて
いるからです。今まさに、世界各地で『寛容』の重要性が高まっています。ロータリーとは政治的な団体で
はなく、これからもそうあってはなりませんが、明らかに間違ったことがあれば、目を背けることはできませ
ん。ロータリアンは沈黙してはなりません。私たちは、ロータリーの価値観と「四つのテスト」を身をもって
示します。私たちの真価は、結果だけでなく、態度で示されるのです」と。

２ その３か月後、４６歳の黒人アメリカ人、ジョージ・フロイド氏が、ミネソタ州で、偽札使用の疑いで警察に
拘束された際に死亡しました。
同氏の死亡から間もなく、国際ロータリーは独自の声明を出し、多様性、公平さ、開放性の大切さをあらた
めて訴えました。そしてこの夏、ＲＩ理事会は、さらなる行動を起こす必要性を認識し、「国際的なアプロー
チを模索するために世界各地の専門家から成る『多様性・公平さ・開放性タスクフォース』を設置する」こと
を決定しました。

３ ホルガー氏はこのように語っています。「話し合いたくないことがあると、『政治的だから』というのです」
「その良い例が、ロータリーの新しい重点分野となった『環境』です。政治的だという理由で、気候変動に
ついて話し合うべきではないと言う人が多くいます。私は、環境問題は政治的なものとは思いません。
事実、だからこそ重要なのです。明らかに間違ったことがあれば、私たちは『ノー』と言わなければ成りま
せん」。

皆様、お元気でお過ごしでしょうか。

私が社会人になったころはバブルが始まり「２４時間戦えますか‼」といったＣＭが

バンバン放送されていました。それから約３０年が経ち小さな会社の経営者の端くれ

として毎日奮闘しております。

そんな中、先日「生まれた日にちでわかるメンタル強いランキング」という面白い

ランキングを見つけましたのでご紹介させて頂きたいと思います。

「生まれた日にちでわかるメンタル強いランキング」
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因みに私は6月14日生まれで５位でした。(トランプ大統領の誕生日と同じです。笑)

皆さんは当てはまりましたでしょうか。

このネタは、職場や呑み会の席で盛り上がりますので活用してみて下さい。

7日、１６日、25日

自分の意志を貫く

8日、17日、26日

9日、18日、27日

3日、12日、21日、30日

1日、10日、19日、２８日

5日、14日、23日

感受性が強く繊細過ぎるメンタル

4日、１３日、２２日、31日

6日、15日、２４日

2日、１１日、２０日、２９日

最強の鋼メンタル　強さとしなやかさを兼ね備え、アグレッシブに又臨機応変に

誰の事も受け入れられる器が大きいメンタル

何でもポジティブに過ごせるお気楽メンタル

倒れてもすぐに起き上がれるネバーギブアップタイプ

あえて苦難に立ち向かうが忍耐強くは無くストレスを溜めやすい

孤独に強いが協調性に欠ける弱メンタル

危機的状況に陥ると揺らぐ弱メンタル

孤独に弱い自暴自棄メンタル

会員コラム 森 裕一

ど こ で 会 っ て も や あ と 言 お う よ

見 つ け た 時 に ゃ お い と 呼 ぼ う よ

遠 い 時 に は 手 を 振 り 合 お う よ

そ れ で こ そ ロ ー ロ ー ロ ー タ リ ー

それでこそロータリー



（細則第4条第3節の会長要請に依る。）

◎2020年12月4日

議案

１．2022年国際ロータリー規定審議会に上程する制

定案承認の件

規定審議委員会より提出された制定案意見書（添

付資料）に基づき、下記4件の制定案についてのご

承認をお願い申し上げます。

①委員会と理事会メンバーを規定する件… 賛成

②例会出席とボランティア活動時間などを報告する

件… 改訂反対

③雑誌購読義務を選択に改める件… 賛成

④衛星クラブの存在可能期間及び在籍可能期間を

定める件… 改訂反対

→承認

◎2020年12月7日

議案

１．2021年1月7日（木）初例会及び新年会の開催場

所ならびに時間変更の件

新型コロナウイルスの昨今の状況を鑑み、1月7日

（木）の初例会及び新年会（夜間移動例会）を下記

の通り場所と時間を変更して開催する事とする。

日時：2021年1月7日（木）12：00～14：00

場所：ホテルセイリュウ 3Ｆ斑鳩の間

→承認

持ち回り理事会議事録

一口情報浅浦幹事幹事報告

前田会員

会員研修・会員選考委員長
井上 家昌≪これからの予定≫

【1】 12/17（木）例会後、年次総会
【2】 12/24（木）休会
【3】 1/7（木）初例会及び新年会 12：00～14：00

於：ホテルセイリュウ3Ｆ斑鳩の間
【4】 1/7（木）例会前、11:30～12：00 1月度定例

理事会 於：ロータリー事務局

＜連絡事項＞
【1】 初例会及び新年会は1/7（木）12：00よりホテ

ルセイリュウ3Ｆ斑鳩の間にて行います。多数
のご参加よろしくお願い致します。

【2】 事務局の業務を12/28（月）～1/5（火）まで休
ませていただきますので、よろしくお願い致し
ます。

“ロータリーに入るといいことがある”

元RI会長・ガイ・ガンディカー氏の「ロータリー通解」

として発行された本は、ロータリーの初期に「ロータ

リーとは何か」を教えるための読本です。これは、

今までロータリーから生きがいを見出せなかった

人々に学ぶ機会を与え、ロータリーの「職業奉仕」

が、会員それぞれの自己改善の出発点とし、それ

がひいては職場に夢と潤いを与え、各自が正当な

利潤と幸福を得て、やがて職場の潤が社会全体の

潤いとなることを伝えるために翻訳されて、初期の

ロータリー精神解明の手がかりとなるものですが、

現在の私達にも大変参考になるものと思います。そ

のガイ・ガンディカー氏の文章の中から特に、『ロー

タリーに入るといいことがある』を取り出します。

①人生で、是非とも持たねばならない知己が得られ

る。

②純粋で健全な親睦というものがどんなに良いも

のかを知ることができる。

③どうすれば仕事が成功し、問題解決が出来るか

について、啓発を受けることが出来る。

④効率の高い経営方法とは何かについて、知らず

知らずのうちに教育が受けられる。

⑤多くの自分の知らない情報が得られ、先見の明

を授けられることが出来る。

⑥自己の思考の限界を自覚し、もって転機を得るこ

とが出来る。

⑦知己を広め、自分を他に理解してもらう機会が与

えられ、そのことが自分の企業に対する信頼を呼

ぶことにつながり、その結果として、企業上の利益

となる。

⑧各自が社会の指導者となるだけの訓練がうけら

れる。

⑨自分を人間的に磨くことができる。

『「ロータリー通解」に示されている“自己研鑽”と

“親睦”と“奉仕”の歯車をガッチリと噛み合わせるこ

と、そしてロータリーにあっては先ず親睦の歯車を

回転させ、この動力を奉仕の歯車に伝えねばなら

ない』と記されています。大変味わい深い言葉です。

改めて皆さんと一緒に勉強しましょう。

出席報告 12月3日

先週（12/10）休会
（12/3）の出席者数：27名（3）

12/3出席率：52.94%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

11/12 11/19 11/26

HC出席 30(2)名 31(3)名 28(3)名

MU出席 5(1)名 6(0)名 6(0)名

修正出席率 68.63％ 72.55％ 66.67％

◎結婚記念日 井戸田会員12/7

城戸会員12/15

◎ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日 田中（哲）礼子様12/5

常楽寺琴英様12/7

森 美幸様12/9

北川 永恵様12/14

井上佳世子様12/22

◎お誕生日 鳥居会員12/8

山田会員12/28

木下会員12/28

一由会員12/29

ガバナー月信 1 2月号より

コロナ禍の中でのロータリーの魅力

2020年は歴史的な1年になりました。東京オリン

ピック・パラリンピック大会を契機に4000万人のイン

バウンドで国内は賑わうはずでした。新型コロナウ

イルスの出現によって目論見はもろくも崩れました。

緊急事態宣言が出るということは誰も予想してな

かったことです。「不要・不急」を避ける日常となり、

人との距離は「ソーシャルディスタンス」を維持する

毎日になりました。

そういう中で、ガバナーの皆さんは、エレクト時代

の「ＰＥＴＳ」「地区研修協議会」はじめ「公式訪問」

「地区大会」などご苦労が絶えない年度になりまし

た。クラブ会長の皆さんは、クラブ例会を中止せざ

るを得ない未経験の事態で面食らったことでしょう。

例会再開は感染対策を実行して行われています。

多くのクラブでオンラインを活用し、中にはハイブ

リッドで実施しているクラブもあり、様々な対応をさ

れています。

私は久しぶりの再会例会に出席した時に抱いた

気持ちは「ロータリーはいいな」というものでした。人

とのつながりに距離を置いた時期の後、ロータリー

の仲間と出会い、語り合う時間を共有することの温

もりに嬉しさを感じました。ロータリーの魅力は、人

と集うことにより繋がりを持つということ。そこには多

様な人々が集まる中、ロータリーの「超我の奉仕」と

いう哲学を共有する安心感があります。

ロータリーは「不要・不急」ではなく、「豊かさの存

在」と実感しています。

コロナ禍の中でロータリーの魅力を高めるクラブ

運営についてご提案したいと思います。

・例会卓話は、外部講師を呼びにくい中、会員卓話

が中心だと思います。是非ご自身のＰＲ（仕事や趣

味など）に活用しましょう。

・親睦活動は、飲食を伴う会合が困難です。アウトド

アでのプログラムにしましょう。例えば、ゴルフ、野

球、ハイキング、サイクリングなど如何でしょうか？

・奉仕活動もアウトドアで検討しましょう。青少年奉

仕、国際奉仕、社会奉仕それぞれ知恵の出しどこ

ろだと思います。

「出席なければ親睦なし。親睦なければ奉仕なし」

これは青森県のあるロータリークラブのスローガン

です。例会が楽しく、親睦で友情が高まれば奉仕活

動がより活発になると考えます。コロナに負けず、

ロータリーの魅力を高めていき、会員の退会を防ぎ、

新入会員を増やし、活力あるクラブにしたいもので

す。

第3地域 ロータリーコーディネーター補佐

庄司 尚史（境港ＲＣ）


