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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

渡辺 好政

元国際ロータリー理事，2006-08

1
刀根荘兵衛 DGE 神谷保男 PDG

2016年国際協議会
2016年1月17-23日 SAN DIEGO

2016年1月16-18日 SAN DIEGO
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斎藤直美
2016-17年度

ＲＩ理事エレクト

小沢一彦
2016年ソウル国際大会

委員長

田中作次
2012-13年度

元ＲＩ会長

北 清治
2016‐17年度

ＴＲＦ管理委員

2016年国際協議会
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2016年国際協議会

2016年ソウル国際大会の宣伝ブース
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RI President ,2016-17 

John Germ
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

”夢を語り、現在（いま）を刷新”

Review from the future and Renew

刀根荘兵衛 DGE

RI第2650地区 2016－17年度 地区スローガン

RI第2650地区

7

子曰、知之者、不如好之者。

好之者、不如樂之者

クラブ会長の知・好・楽

運よく、クラブ会長の役目が当たる幸いと辛さ

• クラブ会長の役目をよく知っておき、
• クラブ会長の役目を心から好きになり、
• クラブ会長の役目を楽しみましょう

8

皆様にとって、「ロータリーのよい
ところ」とは、どんなところですか？

9
10

公益財団法人ロータリー日本財団
理事長 千 玄室大宗匠

11

故中嶋広介氏（元児島商工会議所会頭）

故福島里志氏（元児島医師会会長）

1965年 児島ロータリークラブ入会

児島ＲＣ認証状伝達式典 １９６５年５月３０日（児島商工会議所）
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

岡山ＲＣ会長 特別代表 亀山善三郎 氏
岡山ＲＣ幹事 板谷 武一 氏

木村 国次 氏

児島ＲＣのスポンサークラブ

13

I renew my thanks to the 

friends who forced me to 

become a Rotarian.

私を、無理やりにでも、ロータリー

に誘ってくれた友人に感謝する。

向笠広次 PRIP
1982‐83年度

14

1993‐1994年度
国際ロータリー第2690地区ガバナー

1997年・1998年
国際ロータリー研修リーダー

1998‐2001年度
ロータリー財団地域コーディネーター

2006‐2008年度
国際ロータリー理事

15 16

ロータリアンの皆様には、ご自身のロータリー・クラブに入

会されたときに思いを馳せながら、今一度、「ロータリー
のよいところ」を見直しては如何かと考えます。
ロータリーの魅力の再認識をいたしましょう。

「なぜロータリーに入会するのか？」

© Rotary International

元RI会長 リチャード・キング

2014年国際協議会講演

卓越したリーダー
The Uncommon Leader

17

1．友情

2．ビジネス上の発展

3．個人的成長と発展

4．リーダーシップ開発

5．地域社会の市民たること

6．教育の継続

７．楽しみ Fun：

7’.楽しむ Enjoy:

8．人前で話す術の養成

9．世界の市民たること

10．旅行中の援助

11．余興

12．社交術の養成

13．家族のためのプログラム

14．職業技能

15．倫理観の醸成

16．文化的意識

17．名声

18．好人物との交際

19．「公式信条」のないこと

20．奉仕する機会
© Rotary International

なぜロータリーに入会するのか？
元RI会長リチャード・キングの20の回答

18
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

楽しいです。仲間と出会えます。

ワイワイやってます。

勉強になります。

趣味も増えます。

仕事のためになります。

元気がでます。

奉仕活動をしています。

日本経済新聞 ２００２年３月２７日

東京中央RC・東京中央新RC

19
20

2016年の国際ロータリーは・・・

1905年に創立された国際ロータリーの創立111年

2016年規定審議会

1917年に始まったロータリー財団の100周年

2016年ソウル国際大会

2017年アトランタ国際大会

21

奉仕の一世紀 国際ロータリー物語

デビッド Ｃ． フォワード 著

22

第一次世界大戦

大恐慌

第二次世界大戦

どの河も荒れることがあります。ロータ
リーの歴史にも乱流が起こりました。
中でもロータリー運動を容易に破壊しかね
ない大惨事が三つありました。

奉仕の一世紀 国際ロータリー物語
デビッドＣ．フォワード著

23

ロータリーの先輩は、職業奉仕

に立ち返ることによって、ロー

タリーもまた地域社会も発展さ

せました。

24
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

・・・今、失ってならないものは、

ビジョンだ。そして、１つ私たちがして

ならないことは、他者への奉仕と

いう理想の一時停止である。

1933年ボストン大会
初代事務総長

チェス・ペリー

25

『ロータリークラブは、職業奉仕の学びを

再開する必要があると思う。それは、た

だ、労使関係や競合他社との関係の向上と

いう観点からだけではなく、それと同じように、

一人一人に奉仕するという観点から

の職業奉仕である。』

1932-33年度元RI会長

クリントン・アンダーソン

26

戸別訪問方式で食品を

売り捌く、とある有名な

食品会社に勤めている

若いセールスマン

27

セールスマン 「ウィルソン夫人はご在宅ですか。」

女性「すみませんが、ウィルソン夫人は今お休みです。」

セールスマン「それは、どこが悪いのですか。」

女性「いいえ、悪いのではありません。赤ちゃんが産まれ

てまだ起きられません。」

セールスマン「それはおめでとうございます。私の妻も女

の子を産んだのですよ。もしよろしかったらウィルソン夫人

の赤ちゃんを見せていただけませんか？」「赤ちゃんのお

名前は？」

若きセールスマンの物語

28

セールスマン「多分ご参考にはならないかも

しれませんが、私たちは、子どもに“ラモナ”

という名前を付けたんですよ。」

夫人「ところで、ご用件は何でいらっしゃいま
すか。」

セールスマン「コーヒーとお茶を買っていた
だこうとお伺いしたのです。…」

若きセールスマンの物語

29

このセールスマンこそ、若き日の

ハーバート・テイラーその人です｡

若きセールスマンの物語

30
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

ハーバート・テイラー

1932年「四つのテスト」を実践して倒産寸
前の会社を優良会社に建て直した｡

責任と誇りを堅持するための
チェックポイント

1954-55年度元RI会長

31

自分の考えを述べる前や行動を起こ
す前に、このテストで自分の考え、
言葉、行動を確認する人は、おおむ
ね正しいことをしている人である。

ハーバート・テイラー ロータリーの友2009年10月号

写真：二神典子ロータリーの友編集長提供 32

写真提供：二神典子ロータリーの友編集長

Of the things we think, say or do
１） Is it the TRUTH?
２) Is it FAIR to all concerned?
３) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
４) Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

言行はこれに照らしてから

１）真実かどうか

２）みんなに公平か

３）好意と友情を深めるか

４）みんなのためになるかどうか

33

ケインズ：「現状の不況をどう解決するか」を説く

シュンペーター：「長期発展のメカニズム」の研究

ケインズ と シュンペンター

34

ケインズ と シュンペンター

Innovationとは、『技術革新』

シュンペンター訳は、『新結合』

35

職業奉仕のエッセンスは、

ご自分の会社を、

事業所を潰さないこと。

36
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

37
写真提供：ロータリーの友事務所

38

職
業
奉
仕

国際奉仕 社会奉仕

ロータリー財団

奉
仕
の
理
想

奉
仕
の
理
想

ロータリーの目的 ・ 四つのテスト

親睦 － クラブ奉仕 － 助け合い

超我の奉仕
最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

青少年奉仕

39

奉仕の理想 とかけて何と解く

その心は、共存共栄

佐藤・深川ロータリー交信

（佐藤千壽PDG・深川純一PDG）

道徳と資本－職業奉仕

40

一年の計は、穀を樹うるに如くは莫し。

十年の計は、木を樹うるに如くは莫し。

修身の計は、人を樹うるに如くは莫し。

出典：『管子』権脩（けんしゅう）

一年の計画をたてるとしたら、その年内に収穫のある穀物を植え
るがよい。
十年の計画をたてるというなら、木を植えるがよい。
一生涯の計画をたてるつもりなら、人材を養成することだ。

中国春秋時代の斉（せい）の国の宰相の管仲（かんちゅう）
の言葉

41 第5項が削除された。（2014年10月ＲＩ理事会、決定60号）

5. Not seek special business or professional 
advantages from other Rotarians.

42
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

Ｓeek 「求める」
① look for の意味で、job や friendship を目的語にします。
② try to get の意味で、大統領が再選を求めるとか、人民が正義

を求める、といった場合に使います。
①と②にそれほど大きな相違があるとは思いません。

seek の目的語は抽象名詞である場合が多く、普通名詞ならば、
seek a new house 「新しい家を捜しに行く」という風に使います。

特権・特典を求めない、という風に自己規制する文言のようですが。
先生のおっしゃるように、友人のロータリアンに何らかの便宜を図
ることまで規制すべきかどうか・・・・・。

5. Not seek special business or professional advantages 
from other Rotarians.

43
WIN WIN と 三方よし

近江商人の経営理念

44

45
写真提供：ロータリーの友事務所

第一次世界大戦

第二次世界大戦

大恐慌

どの河も荒れることがあります。ロータ
リーの歴史にも乱流が起こりました。
中でもロータリー運動を容易に破壊しかね
ない大惨事が三つありました。

奉仕の一世紀 国際ロータリー物語
デビッドＣ．フォワード著

46

第二次世界大戦中：ＲＣの名称変更

・東京水曜クラブ ・大阪金曜会

・神戸木曜会 ・岡山水曜会

1939年8月21日 京都RC解散

1939年8月28日 京都水曜会設立総会

ロータリーの目的形式を継承

1949年3月23日 復帰の創立総会を開催

1949年3月29日 RIにおいて京都RC承認

京都水曜会

47

と

48
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

ロータリアンは、国連の礎を

築くために手を貸しました。

THE ROTARIAN １９９５年３月号

ロータリーの友 １９９５年４月号 邦訳

創造の場に立ち会う

49

国連憲章は、１９４５年６月２６日、５０か

国によって承認されました。国連憲章制

定会議に参加したロータリアンは、この

国家を超えた組織の創設と、第２次世

界大戦の終結に重要な貢献をしました。

50

「国連は人類を天国に導くのではなく、人類が地
獄に落ちないように支えているのであります」

写真は、ウィルヘルム・ステンハ―マー PRIP
（2005－06年度ロータリー研究会にて）

第2代国連事務総長

ダク・ハマーショルドの言葉

51
52

• フォークランド紛争（1983年）

アルゼンチンと英国の間ではGSEの交換

• カシミール紛争（1997年）

パキスタンからインドへＲＩ会長代理

• パレスチナ・ガザの戦争（2014年）

ガザ地区「子供の栄養失調・貧血予防支援

横浜西RC グローバル補助金プロジェクト

写真はガザ地区の様子
写真提供：横浜西RC金杉誠氏

53

ロータリー財団地域セミナーの講演が発端

• ガザで活躍するロータリー平和フェロー出身の金子
由香さん(ＪＶＣ職員）の講演

• 遠くで聞こえる銃声にも怯まずにエルサレムとガザ
の往復を続ける勇気

• はじめはパレスチナとイスラエルのロータリアンの
交流ができないかと考えた

• クラブに招聘して卓話

• 従来の資金源であるボランティア貯金の予算カット
⇒国際ロータリーとしての支援（ＧＧ）が出来ない
か？

• 渡航禁止区域の壁

資料提供：金杉誠 RI第2590地区PDG

横浜西ＲＣ国際奉仕委員会 ROTARYGRANTS|
54



2016年4月17日

10

RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

2016年の国際ロータリーは・・・

55

1905年に創立された国際ロータリーの創立111年

2016年規定審議会

1917年に始まったロータリー財団の100周年

2016年ソウル国際大会

2017年アトランタ国際大会

2016年4月10日‐15日 米国・シカゴ

出典：2013年手続要覧

規定審議会は、・・

56

国際ロータリーの立法機関で、その組織規定を改正する

権限を有する（RI定款第10条、RI細則第7条、第8条）また、

理事会は規定審議会に関する決定を行った

（ロータリー章典第59条）。

写真提供：2016年規定審議会SAA
伊藤文利PDG（2690）

RIの組織規程文書
国際ロータリー定款
国際ロータリー細則
標準ロータリークラブ定款

その他の規約文書
推奨ロータリークラブ細則
国際ロータリーのロータリー財団細則
ロータリー財団法人設立定款の一部

ロータリー章典・ロータリー財団章典
RI理事会、TRF管理委員会の決議に基づいて記載する。

手続要覧

57
ロータリーの立法手続きと規定審議会 5 8

採択された制定案

• 制定案が採択された場合、その変更は審議会

後の7月1日に発効（立法案の中で別段の定め

がある場合を除く）

• 採択された変更を組織規定文書に反映

• 組織規定文書の改訂版を発行

• 「手続要覧」を改訂

ロータリーの立法手続きと規定審議会 5 9

2016年規定審議会の後

• 代表議員は、審議会の結果を地区内の
クラブに報告

• 審議会終了後2カ月以内に、クラブと地区
に「決定報告書」が送付される

–採択された立法案に反対の意思表示をする
機会がクラブに与えられる

この手引きに収められた情報は、

ロータリーの定款と方針文書に基

づいています。詳しい方針については、

これらの文書を直接ご参照ください。

定款と方針文書に変更が加えら

れた場合、その変更が優先され

ます。

ロータリーの定款と方針文書

60
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

RI理事会の規定審議会への取り組み

• CONSTITUSIO AND BYLAWS COMMITTEE

• COUNCIL ON LEGISLATION COMMITTEE

• COUNCIL ON LEGISLATION ADVISORY COMMITTEE

• PREPERATION MEETINGS FOR COL

• EXECUTIVE COMMITTEE (AlSO JOINT COMTTEE)

61 ロータリーの立法手続きと規定審議会 6 2

２０１６年提出立法案

制定案 １１７件

決議案 ６４件

合計 １８１件

日本からの提案

制定案 １７件

決議案 ９件

合計 ２６件

資料提供：右から三木 明PDG（2680）,小船井修一PDG（2500）、
伊藤文利PDG（D2690）、皆川 清PDG（2520）

写真提供：2016年規定審議会SAA 伊藤文利PDG（D2690）

ロータリーの立法手続きと規定審議会 6 3

2016年規定審議会の統計

2007年 2010年 2013年 2016年

審議会に回付された立法案数 357 220 200 181 

制定案 174 128 151 117

決議案 183 92 49 64
採択された立法案数 97 66 59 63

制定案 59 47 53 48

決議案 38 19 6 15

日本から提案された立法案の結果

提出件数 採択された件数

制定案 17 6
決議案 9 5
合計 26 11

65

番号 案件 結果

16-45
「準会員」の新しい会員の種類を設
ける件

否決
182：330

16-104
クラブが最低10名分の人頭分担金を
支払うことを規定する件

否決
233：276

16-116
規定審議会に出席する代表議員の
選出手続を改正する件

否決
174：341

16-117
規定審議会に出席する代表議員の
選出手続を改正する件

否決
163：346

RI理事会が提案又は賛成した議案：否決

提
案

66

RI理事会が反対した提案：撤回・否決・無期延期

番号 案件 結果

16-56 RI会長ノミニーの選出に関する規定を改正する件 .撤回

16-59 理事の資格要件を改正する件 否決 65：446

16-98 温室効果ガス排出量の削減を支援する件 無期延期

16-101 人頭分担金の金額を消費医者物価により調整する件 撤回

16-102
夫婦が同じクラブの会員である場合に1名分の人頭
分担金を免除する件

否決 91：412

16-109
規定審議会の議事録を公開する件
（2840地区 群馬）

否決 137：370
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RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

生活の質と文化
水準を高める

67

結
果

賛成173 対 反対280

否決

制定案16-36

68

5150 5300 5810 5520 5790

ＲＩ 5170 5390 5840 5610 5840

1450 5790 5400 5440 5630 5870

5000 5840 5420 5450 5710 5890

5010 5170 5690 5470 5770 5930

サポートした地区

69

採択

デンマーク

カナダ

修正案：会員身分と職業分類に柔軟
性を認める件

制定案16-36

70

修正動議：毎月少なくとも２回例会を開
催するを追加することが提案

賛成 ジョン・ブラウント 元RI理事

賛成 ジョン・ジャーム RI会長エレクト

修正動議採択 賛成 採択

修正案に基づく審議：最低月2回に関しての審議

制定案16-36

71

賛成
ビル・ボイド元RI会長
クラブの活力が減退していることが、今
日のロータリーの最大の課題である。若
い人たちがクラブに入会しなければロー
タリーは消滅する。若い人たちはより柔
軟性を持った例会開催をするべきであり、
この修正案に、私は賛成である。

結果

制定案16-36

72

賛成：(3282バングラデッシュ)
決議23－34はクラブの自主性を強く訴えている。時代の変
化への対応と原則を変化させない手法として、「自主性」を
確保する手法としてのこの制定案には賛成である。

意見：（3060インド）職業分類をなくす提案でないこ
とを確認したい。

回答：そのとおりである。

発言は10回（ 賛成３回、反対４回、質問１回、意見１回）
（質問と意見には、定款細則委員会が回答）

制定案16-36
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73

質問：日本・東京：
修正案の7行目、国際ロータリー細則で正会員と名誉会
員の2種類であるが、国際ロータリー定款530と矛盾する
ことになるのかどうかである。クラブ定款で会員身分が
家族会員、準会員を認めてもよいことになるのか？

回答：定款細則委員会
正会員の下にサブカテゴリーを追加すれば矛盾しない。

制定案16-36

賛成386 対 反対75結果

京都大学大学院博士課程修了
岡山大学工学部教授
ハーバード大学客員研究員
パリ普通科高等大学（フランス）招聘教授

ルバン・カソリック大学（ベルギー）招聘教授
株式会社テクノシグマ代表取締役（現職）

2016年規定審議会 第2690地区代表議員

鳥居 滋 PDG

74

ジョン・ヒューコ 事務総長（左）
鳥居 滋PDG（2690）（右）

2016年規定審議会会場にて撮影

岡山東RC会員
RI第2690地区パストガバナー
ガバナー協議会・綱領等翻訳問題調査研究小委員会委員長
恒久基金・大口寄付アドバイザー（第3ゾ－ン）
2016年規定審議会 第2690地区代表議員

75

Mr. John Hewko
General Secretary, Rotary International

Dear General Secretary of Rotary International:
I believe , you are one of the most busy Rotarian closing in the 2016 Council on Legislation. However, I am hoping to 

have your kind understanding of my talk by this mail. First of all, I would like to introduce to you by myself. My 
name is Sigeru Torii, PDG of RI District 2690 and now, doing EMGA 
of Zone 3 and also a member of COL in 2016. Personally, I am a 
member of the alumni of Harvard Univ. And some years ago, We have renewed  [the Object of 
Rotary] of Japanese version as the chair of the committee.  In this occasion, the committee has been aware of the time that the present 
English version of [the Object of Rotary] itself has to be looked over.  Of course, it should be the case that the Board of Rotary has the 
right of deliberation first. Apart from this matter, I have found that some confusions on strategy and avenues (tactics) on the draft of 
legislations 16-14~16-20. Because, I always believe that the Guiding Principles of Rotary is not only a kind of Constitution of Rotary but 
also a magnificent philosophy in humanity, in which our strategic argument plays an important role. On the other hand, the Avenues of 
Service shows five kinds of the way of service, in which we should devote ourselves to the servicing humanity.   Such Avenues as a 
sense of tactics in our Rotary activities should not belong to the Principle of Rotary. So that, to bring up of the global leader of new 
generation seems to be a kind of the avenue but not to be our philosophy. In any way, such discussion should be continued more 
deeply as well as more widely in the Rotarian’s communities. One of my expectation is that the adoption of the draft of legislations 16-
14~16-20 could be postponed up to the next COL in 2019.
It would be very much appreciative, if you kindly take care of our concern about the confusion on strategy and avenues (tactics) in 
relation to [the Object of Rotary] .
Respectfully yours,

RID2690 PDG
EMGA Zone 3  Sigeru Torii 76

結果 RI理事会付託

77

クラブには以下のオプションが与えられるようになる。

• クラブがいつ、どのくらいの頻度で例会を開くか決める。

• 適切な出席要件を定める。

• 欠席による終結の方針を修正または削除する。

78

執行委員会

監査委員会

管理運営委員会

プログラム委員会

常任委員会

国際ロータリー理事会
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79

理事会の議事手続き

 事務総長あるいは指定された職員が提案リストを

作成する。【Consent list】
 会長により理事会の委員会へ付託することができ

る。そこで審議され、理事会へ提案が行われる。

ロータリー章典

 会長は、理事会が審議するすべての議事項目を、
理事会の管理運営、プログラム、執行の各委員
会に付託するものとする。

理事会会合における同意項目

① 表決の結果：賛成数と反対数
② 審議の内容の分析
③ 特に、５大陸からの発言、支持
④ RIに対する財政的な効果、負担の増加

制定案 VS 決議案

決議案に対するRI理事会の取り扱いの要点

80

16-113 決議審議会について規定する件
決議案は年間を通じて理事会に直接提案し、オンラインで審議
する。今後、規定審議会では決議案は審議しない。

⇒可決 賛成443 対 反対67

81

2016年の国際ロータリーは・・・

1905年に創立された国際ロータリーの創立111年

2016年規定審議会

1917年に始まったロータリー財団の100周年

2016年ソウル国際大会

2017年アトランタ国際大会

82

2016年1月13日
パキスタン、クエッタのポリオ予防接
種センターで起きた爆弾攻撃の犠牲
となられた15名の方々に、深く哀悼
の意を捧げます。

Plenary SessionⅠ :
Polio Update – Pakistan : The Last Holdout

Aziz Memon
Member, RI PolioPlus Committee
Chair,Pakistan PolioPlus Committee

Bob Scott,M.D.
Chair,RI PolioPlus Committee

83

パキスタンでポリオ予防接種を
行うボブ・スコットRIポリオプ
ラス委員長。ライフル銃を持っ
て警戒に当たる人の姿。

Polio Update – Pakistan : The Last Holdout
Chair,RI PolioPlus Committee Bob Scott,M.D.

84
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Chair,RI PolioPlus Committee Bob Scott,M.D.

ポリオ撲滅はR財団のLegacy（遺産）

R財団の100周年記念はCelebration（祭典）

ポリオ撲滅とR財団の100周年

2016 PAST OFF ICER’S REUNION講演

85

故山田 彜（ツネ）氏 と 故峰 英二氏

東京麹町ロータリー・クラブ

ポリオに命を懸けた二人の日本人ロータリアン

ＲＩがポリオ撲滅運動を始めるきっかけを作る。
86

1985年

1997年

2003年

2014年

2014年3月27日
ＷＨＯは、東南アジア地域でポリオ撲滅宣言をする。

ポリオ撲滅の進展

87

2014年7月24日、ナイジェリアで野生型ポリオウイルス
による最後の感染が確認されてから1年7か月。

アフガニスタン

パキスタン

ナイジェリアの「ポリオフリー」に
向けた大きな前進

ナイジェリア

88

現在2017-19年度のロータリー平和フェローを募集中。

候補者は、オンラインで地区に5月31日までに地区に申請書を提出

地区はオンラインで7月1日までに申請書を提出

今年度日本から派遣されているロータリー平和フェロー

年度 期 推薦地区 推薦クラブ 名前 留学先

2014-16 第13期生 2790 船橋 古井丸 拓也 ウプサラ大学

2015-16 第14期生 2650 小川 昴子 チュラロンコーン大学

2015-17 第14期生 2760 名古屋大須 澤屋 奈津子 ノースカロライナ大学

2015-17 第14期生 2750 東京三鷹 前野 裕子 ブラッドフォード大学

ロータリー平和センター

90



2016年4月17日

16

RI第2650地区 地区研修・協議会

渡辺好政

人口
（千人）

人口に占める
割合（％）

0~14歳 16,233 12.8
15~64歳 77,850 61.3
65歳以上 33,000 26.0

出典：人口推計
（総務省統計局）

平成26年10月1日現在

91

2016年3月18日現在

Zone ID Club Count Member Count

1 832 28,629

2 653 28,085

3 794 32,994

Grand Totals 1,230,616

国際ロータリーのクラブ数と会員数

92

93

結果

制定案16-84

94

⽶⼭学友会について

日本国内：32
韓国

中国
（華北・上海）

台湾

タイ

ネパール

国内32
海外 6
国内32
海外 6

モンゴル

95

国・地域別 奨学⽣・学友数

1.中国 6,376人 7.ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 319人

2.韓国 4,354人 8.ﾀｲ 311人

3.台湾 3,431人 9.ｽﾘﾗﾝｶ 252人

4.ﾏﾚｰｼｱ 903人 10.ﾈﾊﾟｰﾙ 225人

5.ﾍﾞﾄﾅﾑ 819人 11.ﾓﾝｺﾞﾙ 225人

6.ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 384人 12.ﾐｬﾝﾏｰ 180人

累計で124の国・地域の奨学生・学友は19,195人

【2016.3現在】
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ソウルで歴史的 イベント
ソウル国際大会期間中・・・

• 2016年５月２９日（日） 夜

• 2016年５月３０日（月） 午後

• “友愛の広場”に 出展

史上初!

世界の学友
と交流！

97

「ロータリーがしかるべき

運命を切り開くには、常に

進化し、時には革命的に

ならなければなりません」
ロータリーの創始者、ポール･ハリス

98

① 産業革命

② インターネット

③ 人工知能
99

ONE ROTARY CENTER

100

Information Technology Development Center

インドのプーナで、男女130人以
上の専門家が、RI関連のすべ
てのデーター解析、設備、印刷
から配布まで行う。

101

ナウイスト
現在主義者（now‐ist)
Deploy or die 
(実用化させるという信念)
とりあえず作ってみるが、
イノベーションを可能にする。

VW” 
ヴィジョンとハードワーク
新しい研究とそれらを分かり
やすく説明することは半々で
ある。
実体験を飾らずに話す。

山中伸弥 先生伊 藤 穣 一 氏

Before Internet vs After Internet

102
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① Resilience over Strength (強さよりも立ち直る力）

② Pull over Push （押す力よりも引き寄せる力）

③ Risk over Safety (安全無難よりもリスクを取る)

④ System over Objects (個々の目標よりもシステム）

⑤ Compasses over Mapｓ (地図よりもコンパス)

⑥ Practice over Theory （理論より実践）

⑦ Disobedience over Compliance(法令順守より不服従）

⑧ Emergency over Authority (権威よりも非常事態）

⑨ Learning over Education (教育より学び)

After Internet：9 Principles
Internet 後の９つの基本方針

103 104

結
果

撤回

Compasses over Mapｓ (地図よりもコンパス)

地形や境界線が変わってもコンパスがあれば自分の進む

べき道がわかる。

その根拠となる自分なりの哲学や座標軸が重要である。

105

”Rotary Serving Humanity”

「ロータリーは人類に奉仕する」

“Review from the Future and Renew”

“夢を語り、現在（いま）を刷新”

ＲＩのテーマ と 地区のスローガン

John Germ, RIPE

刀根荘兵衛 DGE

106

107 108

結果

制定案16-82
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世界のE-Club

2010年 2012年 2014年 2016年

United States 10 18 29 39

India 3 9 24 36

Taiwan 1 5 14 32

Korea 0 8 18 23

Brazil 2 9 14 18

Italy 0 1 5 13

Japan 1 4 10 11

資料提供：国際ロータリー日本事務局

Total 26 93 186 270

109

地区 クラブ名 承認日（※1）

2640 Rotary E-Club Sunrise of Japan 2010/4/21

2650 日本ロータリーＥクラブ２６５０ 2011/6/30

2750 東京米山ロータリーＥクラブ2750 2012/6/21

2640 ワールド大阪ロータリーEクラブ 2011/4/18

2710 福山ロータリーEクラブ2710 2013/4/5

2500 北海道2500ロータリーＥクラブ 2014/3/5

2680 HYOGOロータリーＥクラブ 2014/4/24

2760 愛知ロータリーEクラブ 2014/5/21

2750 東京ピースウィングロータリーEクラブ 2014/6/2

2730 2730 ジャパンカレントロータリーEクラブ 2014/6/23

2780 かながわ2780ロータリーEクラブ 2015/4/20

2750 PAGO BAY GUAM ROTARY E-CLUB（※2） 2014/6/12

※1  Rotary E-Club Sunrise of Japan.ワールド大阪ロータリーEクラブの承認日は、
元のロータリークラブとしての承認日
※2  第2750地区所属ですが、Guamで運営されているＥクラブです。 資料提供：国際ロータリー日本事務局

日本のE-Club

110

111

2016年国際協議会
2016年1月17-23日 SAN DIEGO

写真提供：ロータリーの友事務所

ジークムント・フロイト
1856-1939 オーストリア

カール・グスタフ・ユング
1875-1961 スイス

アルフレッド・アドラー
1870-1937 オーストリア

心理学三大巨頭

アドラーは、眼科医でした。
112

今は、未来を変えられる。

立てられる目的は、目標は、未

来にあります。

そして、今が変われば、過去の

経験への意味づけすらも変わり

うる。

アルフレッド・アドラー

113

原因論

目的論

原因論 VS 目的論

すべては、過去の出来事や自分を
取り巻く状況によって決定されてい
るのであり、現状は変えられないこ
とになってしまう。

立てられる目的や目標は未来にあ
ります。過去は変えられなくても、
未来は変えることができます。アドラー

フロイト
ユング

114
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幸福に向かって自力で課題に立ち向かっていけるよう
働きかけること。
自己と他者を常に勇気づけていくよう呼びかける。

「勇気づけ」とは・・・

ありがとう
助かったわ

横の関係

NHK－TV 100分de名著より引用
2016年2月24日放映

対人関係は対等な「横」の関係

Adler115

褒める
縦
の
関
係

上から下に向かって下す評価

Adler116

共同体への貢献感を感じられる

自分に価値があると感じられる

勇気が持てる

Adler

共同体感覚

117

自己受容

他者信頼

他者貢献

ありのままの自分を受け入
れること

生きているだけで誰かに貢
献している

他者を仲間と信頼できること。
信頼とは、無条件で人を信じ
ること。

共同体感覚

「他者と結びついていること」

Adler
118

前世紀のAdlerの考えを21世紀にいる私たちの未来

学に適応してみますと、自分で考えて行動し、他人に

思いやりを持って共感性豊かな人間性を育むこととな

りましょう。私は、この思いこそ、

「今」、ロータリーが目指す「人づくり」

にぴったりと思います。

119

ロータリーは、「人づくり」です。

ロータリーは、奉仕をする心を持った

人を育てる団体です。

120
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クラブの例会は、ロータリアンを訓練する

「人づくりの大学」なのであります。

写真：敦賀RC・敦賀西RC 公式訪問
第2650地区HPより引用 121

122

１ ロータリーへの「思い」とそれに基づく「実践」インターネット前のま
まに留まり続けること：

（私見） ロータリーは時代とともに変わってゆかねばなりません
から、これは、next impossibleでありましょう。

２ RIBIのように、日本のロータリーも独自の組織を持って、国際
ロータリーの中での存在感を強調すること：

（私見） このことは、国際ロータリーが、もっとも、警戒しているこ
とであり、手続き面でも、ほとんど不可能でありましょう。

日本のロータリーの未来像

123

３ インターネットを優れたツールとして活用しつつ、ロータリアン

が自己を確立し、共感性をゆたかにしながら、地域において、

また、世界において、可能な限り、多くの奉仕の実践を行って

いる組織、団体との協力を得て、より良い地域、より良い世界

の実現に邁進すること：

（私見） 戦略と戦術には、多くの意見集約が必要でありましょ

うが、これが、私たち日本のロータリアンとして未来像

の１つかと思います。

日本のロータリーの未来像

124

After Internet

素晴らしいクラブ会長であり、

たのもしいクラブ・リーダー

であるために

125

素晴しいクラブ会長であり、
たのもしいクラブ・リーダーであるために

自己を確立

それらを続ける

相手の気持ち

よいVision みんなで共有①

前向きな言葉 合言葉はありがとう

Now-ist

②

③

④ 共感性を豊かに

⑤

126
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①

Where there is no vision, 
the people perish.

幻なき民は滅びる

箴言：29：18
127

よいVision ・ みんなで共有

盲目よりも怖いものは

Visionを持たない目明

き(晴眼者)である」と。

Helen Keller

よいVision ・ みんなで共有①

128

②

対人関係は横の関係

「ありがとう。
助かります。」

「はい。今、
しましょう。」

129

前向きな言葉・合言葉はありがとう

原因論

過去志向

主体性有

被害者・犠牲者意識

勇気くじき⇒マイナス思考

目的論

未来志向

主体性無

当事者意識

勇気づけ⇒プラス思考

目的論と原因論

そのために何ができるかな？ もっとああしておけばよかった

130

前向きな言葉・合言葉はありがとう②

殊に、若く、かたちよき人の、

言うるわしきは、忘れ難く、

思ひつかるるものなり

兼好法師：徒然草（第２３３段）
131

②

プラスの言葉 マイナスの言葉

やっぱりうまくいった こんな最悪なことはない

私はよくやっている 自分なんて価値のない人間だ

絶対に乗り越えられる うまくいかないに決まっている

今日も素晴らしい日になる 失敗するに違いない

なんとかなるよ やってられないよ

132

前向きな言葉・合言葉はありがとう
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自己を確立・相手の気持ち・ Now-ist③

相手にやさしく、自分に厳しく

自己を確立しよう。

そして、Now-istになろう。

133

④ 共感性を豊かに

134

２１世紀を生きる君たちへ

司馬遼太郎

• 共感性
• 自己の確立

イザヤ書54.2

あなたの天幕の場所を広げ、

あなたの住まいの幕を

惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、

鉄のくいを強固にせよ。

135

それらを続ける⑤

136

ある山里に一人の神童がおりました。

彼は山奥に住む全知全能の仙人と問答

をして勝ちたいと思いました。
137

神童は右手に一羽の小鳥を持ちました。
「仙人様、仙人様、この私の右手の小鳥は、
生きているでしょうか、死んでいるでしょう
か」と聞きたいと思いました。

138
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そして、神童は考えました。

「死んでいると言えば右手をパッと離せば飛んで
行きます。生きていると言えばシュと首を絞めれ
ば死んでしまいます。」

死んでいる

生きている

139

神童は、弓なりになりながら、山奥へ入って行き

ました。とある岩陰に立ちましたところ、仙人様は、

岩の上に立っていました。
140

神童 「仙人様、仙人様、私はあなたと問答がしたいのです。」

仙人 「何ですか。」

神童 「私の右手に一羽の小鳥がいます。この小鳥は

生きているでしょうか。死んでいるでしょうか。」

141

その答えは、クラブのリーダーの
右手が握っています。

142

国際ロータリー日本事務局

クラブ・地区支援室長 中井 啓介 様
財団室長 清水 優季 様

（公財）ロータリー米山記念奨学会

総務・法人担当 志村 桂子 様

一般財団法人ロータリーの友事務所

編集長 二神 典子 様

金 杉 誠 PDG（2590）

横浜西RC国際奉仕委員会 様

貴重な資料の提供

ありがとう
ございます

順序不同
143

2016年規定審議会SAA

伊藤 文利 PDG（2690）

2016年規定審議会代表議員

三 木 明 PDG(2680)
鳥 居 滋 PDG(2690)

2016年規定審議会ボランティア

小船井修一 PDG（2500)

刀根荘兵衛 DGE（2650）

ご清聴ありがとうございました。
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