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RID2700地区灘谷和德ガバナーメッセージ
「不易 流行」
八幡西RC岸野玲会長メッセージ
「活動しよう！ 八幡西ロータリークラブ」

例会場・事務局 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
ＴEL093-681-0694 FAX093-681-0984
例会日：毎週金曜日 12:30～13:30

次回例会のお知らせ 10月4日 (金)
本日の例会

“クラブフォーマル”（2019年度規定審議会案件について）
RID2700ロータリー情報委員会 委員 庄司洋一郎君

２０１９年9月27日(金)

会長の時間

１．ロータリーソング
“ 炭坑節"
２．来客紹介
３．出席状況の報告
４．会長の時間
５．各委員会報告
６．ニコニコボックスの報告
７．幹事報告
８．観月会開催
（鞘ヶ谷ガーデンアグラス）

前例会の記録

出席報告

会

長

岸野 玲

今日は灘谷ガバナーと神田ガバナー補佐と懇談会をさせて
頂きまして、非常にいいお話を聞かして頂きましたので、後
ほど理事会等で話したいと思います。
それから大林清幸君にポールハリスフェローの５回目の
バッジが来ておりますので、せっかくですので灘谷ガバナー
の方からお渡し頂こうと思います。

幹事報告

幹 事

三島 靖男

９月２０日(金)

例会食事カロリー

１,９８０Kcal

会員数
５３名
・当日の出席者
３８名
・ゲ ス ト数席者
４６名
・ビジター数
1１名
・会員出席率
７６.００％
・９月６日の修正出席率(仮)
９６.00％
・ゲスト： 国際ロータリー第2700地区ガバナー
灘谷和德君（福岡平成RC）
国際ロータリー第2700地区地区幹事
大楠正子君
国際ロータリー第2700地区地区副幹事
寺岡直彦君
国際ロータリー第2700地区地区副幹事
塩次雅世君
第３Gガバナー補佐 神田 徹君
八児 賢一君（飯塚RC）

１）例会臨時変更のお知らせ
★小倉ＲＣ
①１０月４日（金）の例会は
６日（日）１３：００～ミクニワールドスタジアム北九州
②１１月８日（金）１８：３０～リーガロイヤルホテル小倉
③１１月１５日（金）は休会
④１１月２９日（金）の例会は
３０日（土）１５；００～リーガロイヤルホテル小倉
★小倉東ＲＣ
①１０月９日（水）１８：３０～
アートホテル小倉ニユータガワ
②１０月２３日（水）１２：３０～ニッスイパイオニア館
③１０月３０日（水）と１１月２０（水）は休会
④１２月１１日（水）１８：００～
ＪＲ九州ステーションホテル小倉

９月度臨時理会開催
開催日 2019年９月２０日 千草ホテル
＜議 題＞

♪炭坑 節♬
月が出た出た 月が出た
三池炭鉱の 上に出た
あんまり煙突が 高いので
さぞやお月さん けむたかろ
サノ ヨイ ヨイ

一山 二山 三山 越え
奥に咲いたる 八重椿
なんぼ色よく 咲いたとて
様ちゃんが通わにゃ仇の花
サノ ヨイ ヨイ

10月11日（金）に下記を議題として臨時総会を
招集する件。
①理事定足数の変更の件。
②その他

八幡西ロータリークラブ

＜上記、承認＞
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ガバナー公式訪問記念高話
国際ロータリー第２７００地区
ガバナー 灘谷 和德 君
本日はこちらのクラブを訪問するのを非常に楽しみに来ました。
６１クラブの中で一番お昼の料理がおいしいクラブだとお聞きし
まして、わくわくしながら寄せていただきましたが、噂通りのおい
しいお料理を頂戴いたしました。卓話の前から非常に心が満たさ
れたような感じでおります。９月１４日、静岡県三島市で米山梅吉
記念館の開館５０周年の式典と懇親会が行われました。あちこち
から希望者が殺到しまして、総勢７４０名ほどになりました。２７０
０地区からは総勢３３名で訪問させていただき、地区別にみると
一番多かったのではないかと思います。ガバナーというのはＲＩ
の役員、ということが手続要覧に謳われております。したがいま
して、わたしはＲＩのメッセンジャーとして色々お伝えする義理が
ございますので、そういう立場からお話をさせて頂きたいと思い
ます。マローニさん（マーク・ダニエル・マローニー）が、今年の１
月サンディエゴでわれわれガバナーに対してメッセージを２８分
に渡って発信されました。これを公式訪問用に４分少々に編集さ
せていただき、日本語吹き替え版を作りました。これをお聞きい
ただくのがダイレクトにメッセージが届くのではないかと思います。
①ロータリーを成長させること
私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長させること。
職業分類制度の再発見
会員維持（退会防止）、新クラブ結成
②家族
ロータリーの活動と家族の補完しあう文化の構築。
③ロータリーリーダーと仕事の共存
ロータリーでリーダーとなることを阻む障壁の多くは、私たち自身
が築いたものであり、違う時代違う世代に合わせて作られたもの
です。今こそ適応し、文化を変える時が来ています。
④ロータリーと国連との連携
ロータリーを通じて私たちはつながります。ロータリーで私たちは
お互いの違いを超え、深く、意義ある形でお互いにつながること
ができます。ロータリーがなければ出会うことのなかった人々、
職業上の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつながり
をもたらしてくれます。私たちは互いに、また地域社会ともつなが
り、同じクラブの会員だけでなく、私たち全員の属する世界的コ
ミュニティの人達とつながっています。ロータリーでも体験の中核
にあるのがこの「つながり」です。それがあるから私たちはロータ
リーに入会し、ロータリーに留まるのです。ロータリーを成長させ
る方法も「つながり」にあります。そしてこれが、２０１９～２０２０
年度のテーマです。ロータリーは世界をつなぐ。世界がかつてな
いほど分断されているこんにち、私たち全員をつなぐのはロータ
リーです。ロータリーを通じて私たちは人類の素晴らしい多様性
とつながり、共通の目的を追求しながら末永く深い絆を作りだし
ましょう。これはマローニーさんの今年度に限っての４つの強調
事項ということです。前年度、これまでのロータリーの中で最大
の退会者が出た年度だそうです。
ロータリアンは世界中に１２０万人いるわけだが、この10年間で
アメリカが１５％ほど、オーストラリア２０％以上、北欧の方は２
５％ほど減っている。日本は5％切っているくらいだが現在9万人
近くになっている。一番多い時で12万人超えていたので、日本の
ロータリアンも相当の数を減らしている。にもかかわらず120万人
を維持できているのは後進国（インド、台湾、韓国、アフリカ、ナ
イジェリア等）の会員が増えている。今まで率先して寄付をして貢
献するような立場のロータリアンから、これから発展するために
寄付をもらう立場のロータリアンの人数が増えている。こういう構
造上の変化が起きている。こういう中にあって世界をつなぐ活動
をしてほしい。地域、世界をまたいで、今いる私たちロータリアン
が手を携えてがんばっていきましょう、ということでこの4つの強
調を挙げておられるわけだが、バケツに穴が開くごとく退会者が
出てくれば、どんどん新会員を入れても全然人数は増えない。
それからロータリーのリーダーというのは大変忙しい。一人で忙
しく動くのではなく、組織で動いてもらったら、ということです。
国連との連携という話の中で思い浮かぶのはポリオの関係です。
これまではポリオ撲滅運動といっていたが、今年度から日本語
訳を変更して‘撲滅’改め‘根絶’とし、ポリオ根絶運動、根絶活
動ということになりました。

今年度は「ロータリーは世界をつなぐ」という非常にわかりやすい
テーマになっております。
これに対して私は日本のロータリーが来年100周年を迎えますの
で、それに向けて不易流行、永続と変革というメッセージを掲げさ
せていただいている。
これは企業経営者の皆様は大変だと思いますが、企業を永続して
いく、バトンタッチしていくという中にあって大事なフレーズだと思い
ます。不易とは変わらないもの変えてはいけないもの、流行という
のは変わるもの変えていくべきもの、変えなければいけないもの、
全てのところにこの不易と流行はあると思います。どちらがいいと
か悪いとかということではなく、皆さま方会員の一人一人のお心、
お気持ち、お考えでこの答えを見出していっていただくという事が
必要ではないかと思っている。
それからこの年度の特徴をかいつまんで申し上げます。
１ 日本のロータリー誕生100周年の前年
２ ＲＩが女性会員を承認して30周年
３ 米山梅吉記念館が開館50周年
４ 日台親善会議の第7回大会を福岡で開催
５ 地区初の「衛星クラブ」誕生
６ 周年事業クラブが１１クラブ
それから、ガバナーからのお願いということで6項目挙げさせてい
ただきました。
１ 長期計画委員会が目標をしている会員増強
貴クラブには年間純増2名～4名
２ マイロータリーへの登録
３ ロータリー財団の活用
４ 米山記念奨学会 特別寄付金
５ 地区史購読のお願い
６ クラブ定款・細則の改正
これからまた是非ロータリー活動を邁進していただきまして、ます
ますの八幡西ロータリークラブのご発展を祈念いたしております。

同好会報告
●野球同好会 赤田 隆一君
皆さんテーブルの上に梅のお菓子が置かれていると思いますが、先日甲
子園大会で対戦いたしました前橋ロータリークラブの方からバナーと一緒
にお菓子が届いております。その場でもお菓子の交換をしたんですが、逆
転勝ちしてよっぽど気分が良かったんだろうと思います。せっかくいただき
ましたので皆さんで分けて食べて頂けたらと思います。バナーもまわしま
すので見て頂けたらと思います。

【ニコニコボックス】
・灘谷ガバナーより、訪問記念として頂きました。
国際ロータリー第2700地区ガバナー灘谷和德君
・公式訪問例会よろしくお願いします。
第３G AG 神田 徹君
・国際ロータリー第2700地区ガバナー灘谷和德君を歓迎して
伊豆、梛野、佐藤、八尋、井口、吉田（浩）、藤本、溝上
藤村、有松、赤田、浜崎、柿本、山口、岩崎、緒方、江戸
岸野 、松尾、稲冨、正木、安東、波多野、吉田（総）、三島
江崎、神尾、谷、是比田、小嶋、井上の諸君

八幡西ロータリークラブ Email rc-yahatanishi2700@themis.ocn.ne.jp URL

http://www.rc-yahata-west.com

