
  

  
永田壮一ガバナー公式訪問例会 

 

点 鐘        井手富浩 会長 

                                             
歌 唱      ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 青木一幸SAA委員長 

 

 

 

 

 

司会･進行   延岡研一ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
 
 
来訪者紹介  井手富浩会長 

 

  国際ロータリー第２７２０地区 

    永田 壮一  ガバナー （熊本城東ＲＣ） 

   井上 弘太郎 地区幹事 （熊本城東ＲＣ） 
 
   熊本第６グループ 

      味岡 栄ガバナー補佐 （多良木ＲＣ）        

       
 
 

通 算 2 9 5 5 回 

2 0 1 7年 9月 2 9日 

第 １ １ 回 例 会 

       会長 井手富浩 

 

  皆様こんにちは、本日は、

2017～2018年度国際ロータリー

第2720地区 永田壮一ガバナー

をお迎えしてのガバナー公式訪

問例会です。 

  また、味岡 栄ガバナー補佐、井上弘太郎地

区幹事にも御来訪頂いております。併せまし

て、心より歓迎申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

  先程、16時より行われました「ガバナー面

談」には、当クラブより、会長、幹事、次年

度会長、直前会長、また地区役員の皆様で参

加させて頂き、ガバナーには、当クラブの運

営に関しまして貴重な御助言、示唆を頂きま

した。緊張の中にもガバナーの力強く、暖か

いお人柄にふれさせて頂き、今後のクラブ運

営に意を強くしてところでございます。 

  さて、永田ガバナーは、本年度スローガン

「ロータリーを奨励し、ロータリーを楽しも

う」を掲げられ、また、具体的な10項目のク

ラブ目標を設定されておりますが、我クラブ

がより良く変化する為にその目標達成に向

かって、各委員会の方針、計画に落し込みを

はかってまいりました。 

  現在の状況ですが、まず、会員増強におき

ましては、３名の新入会員（内女性で30代１

名）を迎える事ができました。また、マイ

ロータリーの登録は、頭書８名から14名に増

加しました。50％の目標にはまだまだです

が、着実に増えております。また、ＰＨＦ、

米山功労者共に１名以上増加、そして戦略計

画委員会では、委員会、本年度３回の例会を

通して、60周年という節目を超えて、当クラ

ブの中、長期ビジョンの策定を計画しており

ますが、本日の永田ガバナーアドレスも

「ロータリーの原点と戦略計画の推進」とい
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 国 歌  「君が代」  

 四つのテスト唱和          

 Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 

    
 会長の時間 

 幹事報告、出席率報告 

 味岡 栄ガバナー補佐挨拶 

 永田壮一ガバナーアドレス 

 バナー贈呈 

ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

                              本日の進行 



うテーマでお話を頂き、その策定に向けての貴

重な指針となることと確信致しております。 

  本日は例会の後、交流会も予定しております

ので、永田ガバナーと多くの会員の皆様との懇

談を深めて頂きたいと思います。 

  さて、最後に報告が２点あります。宇土ＲＣ

の作守地区研修委員会 副委員長より、台風で

延期になりました９月16日～18日の地区震災復

興イベントへの事前取り組みについて、皆様に

くれぐれも御礼を申し上げてくださいとの連絡

がありました。 

  また、永田ガバナーも参加頂きます、10月８

日の「輝く瞳に会いに行こう」全国大会に当ク

ラブから19名の登録を頂き、ありがとうござい

ました。当クラブの直接の事業ではありません

が、国際ロータリー９月の「基本的教育と識字

率向上月間」にふさわしい、すばらしい国際奉

仕事業だと思っております。 

 これで、会長の時間を終わります。 

 永田ガバナー宜しく御願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

      幹事  石蔵尚之 

 

（連絡事項） 

・ロータリーレートは10月より１ドル112円 

・人吉球磨総合美展（10月21日～）の特別賞 

  「人吉ロータリークラブ賞」として人吉市教 

  育委員会に１万円を渡しました。 

・第６グループIMは10月29日に多良木交流館石 

  倉で開催されます。詳しくは後日ご案内致 

  します。 

・来週の例会はひまわり亭におきまして月見例 

  会です。午後６時より理事会、６時半より例 

  会となっておりますので、お間違いのないよ 

  うお願い致します。 

（回覧） 

・熊本東南RCの日帰り親睦家族例会（8/26 

  人吉市）への差し入れに対し、当クラブ 

  並びにひまわり亭に対してお礼状と会報が届 

  きました。→ 回覧 

・人吉中央RCより今年度の栞が届きました。→ 

・ガバナー月信が届きましたのでコピーしてお 

  ります。→ 回覧 

 

 

     副委員長  高山征治 

 

【ガバナー補佐挨拶】           

    ガバナー補佐   味岡 栄 様 

 皆さまこんにちは。熊本第６グ

ループ公式訪問が、26日水俣・

芦北合同、27日人吉中央・多良

木合同と行われ、本日は人吉

ロータリークラブ単独の公式訪

問です。本日11時より、永田ガバナーを交えて

会長幹事懇談会を行いました。ガバナーにおか

れましては懇親会及び二次会までお付き合い頂

けるとのことです。最後まで宜しくお願いいた

します。 

  

【ガバナーアドレス】 
             
   国際ロータリー2720地区のガ

バナー永田壮一と申します。所

属クラブは熊本城東ＲＣ、ロー

タリー歴は23年、職業分類は内

科医です。 

  ５月に創立60周年をお迎えに

なられ本当におめでとうございます。伝統ある

人吉ロータリークラブのすばらしい先輩方の前

で緊張感を持たないといけないのですが、人吉

球磨には母方の里と家内の里があるということ

から私にも近しく感じるようでございます。 

  さて、本日のガバナーアドレスは、１月の国

際協議会で学んだことをお伝えするため、５つ

のテーマから選んでいただくようお願いしてお

りました。その中の「奉仕の理念と戦略計画」

についてお話をさせていただきます。 

     

        奉仕の理念と戦略計画 
 
      今なぜ戦略計画が必要なのか？ 

 

                 国際ロータリー第2720地区 

                     ＤＧ 永田壮一 

 

1905年2月23日、シカゴ･ロータリークラブ創立 

1910年: ﾛｰﾀﾘｰの綱領制定  

1911年: 全米ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ連合会ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ大会で 

        ｱｰｻｰ・F･ｼｪﾙﾄﾞﾝの“He profits most  

        who serves best.” 採択。  

1915年: 全米ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ国際連合会ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大 

        会で「ロータリー道徳律」を採択。 

1923年: ｾﾝﾄﾙｲｽ国際大会で「決議23-34」 

        採択。 

会   員   数   66名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  61.29％ 

欠 席 者 数 24名  9 / 1 5 出 席 率 84.13％ 

出 席 者 数 38名 補 填 数 0名 

免除会員出席者数 名 修 正 出 席 率 84.13％ 

＊届け出欠席  外山・渡辺・和田・宮﨑・村山・岩下・戸髙・尾上 

              中村・小林清  

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  8/26 クリーン人吉；山田  

                8/30 会員増強･職業奉仕家庭集会 

                     小林祐・板﨑・岩井 



1927年:「ロータリー道徳律｣改訂。  

       「四大奉仕」が組織化。 

        職業奉仕→「Vocational Service」へ 

1905年～1927年の間にロータリーの基本理念が

確立されました。 

 

理論派・実践派の軋轢を通して行われた1923年 

セントルイス大会で採択された「決議34号」が

あります。一般に「決議23-34」として有名で 

すが・・。 

理論派；ロータリアンの心に「奉仕の心を形 

        成」することがロータリーの本旨。 

実践派；「奉仕活動の実践」こそがロータリア 

        ンの使命。 

 

     ポール・ハリスは後にこの決議に対し 

     「あらゆる分裂の危険性を解消した。」 

      と安堵していたようです。 

        (This Rotarian  Age: P.P.Harris) 

       決議23-34は「理念と奉仕」の癒合。 

 

    1927年以降の職業奉仕に関する歴史 

1935年: 大連宣言 

1940年: 日本が国際ロータリー脱退 

1943年: ｢四つのテスト｣版権がRIに譲渡され、 

        RIに採択。 

1948年: RIの職業奉仕委員会廃止 

1950年: ﾃﾞﾄﾛｲﾄ大会「決議50-11」“Service  

        above self”と“He profits most  

        who serves best”が同格でロータ 

        リーの公式モットーに決定。 

1979年: 職業奉仕週間新設 

1987年: RI職業奉仕委員会復活 

1989年:「ロータリアンの職業宣言」 

  “Service above self”を第一モットー 

     に”He profits most whoserves best” 

        を第二モットーとした。 

2007年: 標準ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ定款に「四大奉仕部 

        門」が追加。DLP CLPの導入 

2010年: 手続要覧に｢決議23-34｣を継続保存と 

        決定。また、｢四大奉仕｣→｢五大奉 

        仕｣となる。 

2011年: ﾛｰﾀﾘｱﾝの職業宣言→ﾛｰﾀﾘｰの行動規範 

2014年:「ﾛｰﾀﾘｰの行動規範」の第５項を削除 

2016年: E-ｸﾗﾌﾞとｸﾗﾌﾞの垣根がなくなる。 

    ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰ、学友がﾛｰﾀﾘｰ会員になる事 

        が可能となる。 

 

ロータリーは一体どこへ向かおうとしている

の？（よく聞く） 

＊時代背景や人種、性差、宗教などを幅広く 

  考える。 

＊職業奉仕はロータリーの金看板 

＊若い世代を育成し、次世代のリーダーを育   

  成してきた。 

＊世界に地域社会にロータリーを知ってもら 

  いたい。 

             

1905～1927 

ロータリーの黎明期：恐慌とアメリカの暗黒 

                    時代・市場経済至 

（時代背景）上主義、アメリカン・ドリーム 

職業倫理の欠如→倫理概念の確率→友情と寛

容→ロータリー 

 

1928～1986 

恐慌から第二次世界大戦→東西冷戦→世界経

済バブル→貧富の格差 

 

1987～2000 

世界の変化：ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩壊 ソ連の民主化  

        世界経済の成熟化 新興国の台頭  

        経済の二極化 多様化の時代への移行 

 

2001～現在 

国または地域の倫理観・地域紛争の遷延化・

テロリズム・移民 

職業倫理と人道的な倫理観・博愛主義と民族

融和主義 

     ロータリーの運営も変化して当然 

 

  それでは、ロータリー黎明期における

「ロータリーの理念」と現在の「ロータリー

の理念」には変化があるのでしょうか？ 

 

       ロータリーの行動規範（2014） 

   ロータリアンとして、私は以下のように 

   行動する。  
  
1.個人として、また事業において、高潔さと 

  高い倫理基準をもって行動 する。  

2.取引のすべてにおいて公正に努め、相手と 

  その職業に対して尊重の念をもって接す 

  る。  

3.自分の職業スキルを生かして、若い人びと 

  とを導き、特別なニーズを抱える人びとを 

  助け、地域社会や世界中の人びとの生活の 

  質を高める。  

4.ロータリーやほかのロータリアンの評判を 

  落とすような言動は避ける。 

100年前 

ロータリー道徳律 

         （1915年ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大会採択） 
 
事業を営むにあたって心得とすべき規範に

は、我々共有の人間性に対する思いやり、と



1915年と2015年ではその精神はほとんど変わっ

ていない。 

 国際ロータリーの第一標語（1911） 

  SERVICE above SELF （超我の奉仕） 

 国際ロータリーの第二標語（1911） 

  One Profits Most Who Serves Best. 

（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる） 
  
    1905年～1927年の理念に変化なし 

    ＝奉仕の理念（Ideal of Service）   

ロータリーは一体どこへ向かおうとしている

の？ 

＊時代背景や人種、性差、宗教などを幅広く 

  考える。 

＊職業奉仕はロータリーの金看板 

＊若い世代を育成し、次世代のリーダーを育成 

  してきた。 

＊世界に地域社会にロータリーを知ってもらい 

  たい。 

   「物事に対する考え方の多様性が必要」 

   「職業に対する高潔性は常に保つべき」 

 「若い世代にRotaryの素晴らしさを伝えたい」 

  「多くの人たちにRotaryを知って欲しい」                    

     

 
200以上の国々に 

534の地区 

 

 

 

   

   多様性は必然 

 

 

 

 

33000以上のクラブ 

122万人のロータリ

アン 

 

 

           ロータリー戦略計画 

 

＊RIは長期計画委員会（2002～2003）を発足 

  させた。 

＊DLPの導入を（2002～2003）地区の義務とし 

  た。 

＊CLPの導入をクラブへ推奨した。（2004?） 

＊2007年RI理事会は｢国際ロータリーの使命｣  

  国際ロータリーのビジョン｣｢標語｣｢中核と 

  なる価値観｣並びに具体的な実践目標｢７つ 

  の優先項目｣を承認。 

 

国際ロータリーの使命 
   (The Mission of Rotary International) 
ＲＣの世界的連合体であるＲＩの使命は、他

者に奉仕し、高い倫理基準を促進し、事業と

専門職務および地域社会のリーダーの間の親

睦を通じて世界理解、親善、平和を促進する

ことである。 
 
国際ロータリーのビジョン：国際ロータリー

のビジョンは、世界理解、親善、平和を推進

するための｢超我の奉仕｣に対するその献身が

あまねく認知されることである。 

標語：超我の奉仕（Service above Self） 

中核となる価値観：「中核となる価値観」は

従来と変わりません。ロータリー100年の歴史

に培われたロータリーの「中核となる価値

観」は非常に重要なものです。長期計画委員

会が提案し、RI理事会が承認した「中核とな

る価値観」は、ロータリーにおいて、それぞ

れのロータリアンが、何を優先させ、どのよ

うな行動をするかという基本的指針に基づい

たロータリー活動の指導原理を表すもので

す。 

「親睦」「奉仕」「多様性」「高潔性」 

「リーダーシップ」 

７つの優先項目： 

①「ポリオを撲滅する」 

②「ロータリーに対する内外の認識と公共イ 

    メージを高める」 

③「他者に奉仕するロータリーの力の増大を 

    図る」 

④「量的にも質的にも会員組織を世界的に拡 

    大する」 

⑤「ロータリー独自の職業奉仕への取り組み 

    を強調する」 

⑥「ロータリー組織内の指導的才能を最大限 

    に活用し、育成する」 

⑦「組織全体を通じて継続性と一貫性を保つ 

    たに、長期計画の手順を完全に実施す 

    る」 

 

 

いう韻律がなければならぬ。事業上の取引、

願望、交渉にあたっては常に社会の一員とし

て、最高の義務感に思いをいたすことが先決

である。事業上の如何なる立場に置かれて

も、如何なる責任を負わされても、私の関心

事は、私が、その責任を果たし義務を遂行す

ることによって、人類の理想と成果を、自分

がそれに取り組む前より少しでも引き上げる

ことが出来たかどうかにかかっている。  



  RI戦略計画が少しずつはっきりしてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI戦略計画も2010年のRI理事会で決定されまし

た。これは、国際ロータリーとロータリー財団

がともに同じ方向を向いて行こうというRIの決

意です。 

 

「私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し、

事業と専門職務及び地域社会のリーダーの間の

親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進す

る。実践するための３つの「優先項目」 

 

中核的価値観：ロータリアンが、ロータリーの

中において、何を優先させ、どのような行動を

とるのか、という指針。全てのロータリアンが

認識して実践しなければならないこと。 
 
   「奉仕」  「親睦」  「多様性」 

   「高潔性」「リーダーシップ」 

 

    国際ロータリーの目指す方向の策定 

            

 

              ３つの優先項目 

    ＊クラブのサポートと強化 

    ＊人道的奉仕の重点化と増加 
          ６つの重点分野を決定 

    ＊公共イメージと認知度の向上 

 

私たちは責任あるリーダーとして、世界の切実

な課題を解決するために行動します。 

 

３つの「優先項目」 

 ：RIと地区がしなければならない事！！ 

  最優先事項：クラブのサポートと強化 
 
     中核的価値観を共有する仲間 

 

 
 
公共ｲﾒｰｼﾞの向上            奉仕活動の増加 

 
 

つまり、クラブ戦略計画の目標は、クラブを

活性化し、クラブが活性化すれば奉仕活動も

増え、さらには公共イメージも向上する。 

クラブを活性化するということはどんなこ

と？一人一人がどんなクラブにしたいか考え

る。 

         何について勉強したい？ 

         どんな奉仕活動をしたい？ 

 

クラブの戦略計画の意義：これからのロータ

リーを考える。 

 ＊クラブ組織・基盤の強化 

  ＊ロータリアンとしての資質・能力開発 

  ＊会員数の増加・クラブの活性化 
 
   このステップ１・２・３が重要 

 

          クラブ戦略計画とは 

  今後どんなクラブにしたいか皆で考える事 

３年後５年後のクラブの姿を想像しましょ

う。  

       自分のクラブの特徴を知る。 

  クラブの歴史を知る。どんな勉強をした？ 

  どんな奉仕活動をしたか？ 

  何を学びましたか？ 

  入ってよかったことは何ですか？ 

 

 例会のポイント 

  ＊クラブ内で月１?２回は討論会を！ 

 討論会（クラブフォーラム）で行う場合 

  ☆視点を変える。 

  ☆どういうアドバイスが欲しい？ 

  ☆どういう職業の人と知り合いたい？ 

  ☆活性化したクラブってどんなクラブ？ 

  ☆どんな奉仕活動をしてみたい？ 

  ☆どんな勉強をしてみたい？ 

 質問することで、自分なりに考える。 

 

☆クラブ内でロータリーについて討論したこ 

  とはありますか？ 

    ロータリーとは？ 

    高潔性とは？ 

    リーダーシップとは？ 

    理想とするロータリアンは？ 

    職業奉仕とは？ 

    ロータリーの親睦とは？ 

私がロータリークラブに入会した理由は、ど

うも二つあるらしい。 

＊自らの職業に対する倫理を構築するために 

  勉強すること 

＊それを実践するために社会に貢献すること 

この二つを達成するためには揺るぎない友情

と親睦が必要であるとロータリーの先達は言

いたいのではないか。 



 
      入りて学び、出でて奉仕せよ入りて学び、出でて奉仕せよ入りて学び、出でて奉仕せよ 

 

 

 

 

 

 

 

今年度RI会長イアン・ライズリー氏は、テーマ

を「ロータリー：変化をもたらす」としまし

た。私たちの力は、助けを必要としている世界

のすべての人々に「変化をもたらす」ことがで

きると確信しています。そして、ロータリアン

であるあなたの生活にも素晴らしい変化が訪れ

ることを期待して止みません。 

みなさんと一緒に、世界に変化をもたらしま

しょう。 

ご清聴ありがとうございました。 

     

【バナー贈呈】        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員会 武末憲一  

〈ニコニコ箱委員会〉 

・井手会長 永田ガバナー、味岡ガバナー補 

  佐、井上地区幹事、本日の御来訪ありがとう 

  ございます。貴重な御助言ありがとうござい 

  ました。                           

・有村会員 永田ガバナー歓迎します。  

・浦田会員 永田ガバナー公式訪問に感謝致し 

  ます。                             

・伊久美会員 永田ガバナーの公式訪問に感謝 

  いたします。                       

・堤正博会員 永田ガバナー、味岡ガバナー補 

  佐、井上地区幹事のご来訪を歓迎いたしま 

  す。特に永田ガバナーにおかれてはお忙しい 

  中わざわざ人吉までお出でいただきありがと 

  うございました。お身体に充分に気を付けて 

  頑張っていただきますようお願いいたしま 

  す。                               

・中島会員 永田ガバナー公式訪問ありがとう 

  ございます。                         

・延岡会員 本日のガバナー公式訪問ありがと 

  うございました。井上地区幹事、永田ガバ 

  ナーをしっかり支えていって下さい。 

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・大賀会員 金婚式でした。どうにかもちまし

た。ありがとうございました。        

・伊久美会員 ニコニコカードと同文    

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・永田壮一ガバナー                  

・中川会員 永田壮一ガバナー、味岡ガバナー

補佐、井上弘太郎幹事ようこそ人吉RCにお越

しくださいました。ありがとうございます。 

                                     

・大賀会員 米山カードと同文         

・中島会員 ニコニコカードと同文      

・延岡会員 ニコニコカードと同文      

 

          点 鐘  井手富浩 会長 
  
  

       ガバナー歓迎懇親会 あゆの里18時30分～ 

                         二次会  なでしこ 


