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第1096 回 例会 №

9月の月間 テーマ

基本的教育と識字率向上月間

平成28年9月15日（木）

本日の例会プログラム クラブフォーラム

会報ITについて

例会の受付

左から武田、嵯城、笹川会員

左から福井、安井会員

会場監督・友重会員

左から竹村

場所

小林、小柳会員

10
AM7：30～8：30

アートホテルズ

2F

ローアン

林事務局員

左から飯塚、坂本、石川会員

パン、ハム、ソーセージにサラダ

左から河﨑会長、林事務局、小川幹
事

左から竹村、小柳、飛騨野会員

左から井上、竹澤会員

ロータリーソング 4つのテスト

ロータリーの定義について

河﨑 高麗男

日本ではロータリーの認知度が低く、いかに高めるかが広報の役割だと述べ、会員がロー
タリーについて説明できるようになる事だという報告があります。われわれが街に出て市
民と触れ合うのも一つの方法である。しかし、友達との語らいでロータリーを説明するこ
とも必要であろう。そのためにもロータリーの定義を理解しておくことは必要なことであ
ると言われています。
1976年、国際ロータリー理事会はロータリーの基本的な特性に簡明な定義を与えることに
関心を持ち､次のような定義が選ばれ､これがそれ以来多くのロータリー刊行物に使用されてきたものであります。英字
で31文字、日本語で101字のこの定義は、｢ロータリークラブというのは何ですか？｣とたずねられたときに思い出す価
値のある言葉とされているものであります。
“Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide whoprovide humanitarian service,
encourage high ethical standards in all vocations and helpbuild goodwill and peace in the world. ”
｢ロータリーは人道的な奉仕を行い､あらゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し､かつ世界における親
善と平和の確立に寄与することを目指した､事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体である。」
とされました。ロータリー運動の実体を、見事に表した言葉として、［入りて学び、出でて奉仕せよ］があります。
1947－48年度S．ケンドリック・ガーンシー国際ロータリー会長のRI テーマとして扱われていると言う言葉もありま
す。世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持った職業人が、一週一回の例会に集い、例会の場で、職業上
の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を計り、その結果として
奉仕の心が育まれてきます。この例会における一連の活動のことを［親睦］と呼ぶのです。例会で高められた奉仕の心
を持って、それぞれの家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践します。これが理想とされるロータリーライフで
す。最近のロータリーの定義は、世界各地のロータリー会員に、「あなたがロータリーで熱心に活動する理由は？」と
問いかけたところ、次の3つに集約される答えが返ってきました。
１） リーダーのネットワーク （Join leader）：ロータリーは、世界のさまざまな国や職業のリーダーのネットワーク
です。
2) アイデアを広げる （Exchange Idea）：ロータリーは、多様な会員のアイデアや職業の専門知識を生かして、地域社
会のニーズや問題に取り組みます。
3) 行動する （Take action）：ロータリーは、世界中の地域社会を長期的に改善するために行動します。
「ロータリーとは何ですか？」と聞かれたら、この3つのエッセンスをストーリ化して表現し、明確に、わかりやす
く説明できることが大切です。たとえば、「世界中のロータリークラブは、地域社会の重要な問題に取り組もうとす
る有志が集まり、行動を起こしています。」また、「ロータリーを通じて、社会貢献に関心のある人たちと知りあ
い、一緒に活動し、世界中に友人や恩師となる人ができました」という答え方もあるでしょう。其々が自分なりの紹
介方法を用意して置く事を薦められて居ます。
私たちの価値観は、組織の考え方と方向性を定める原動力であり、戦略計画においても重視される要素であり、ロータ
リーの中核的価値観は、奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダー
シップ（Leadership）であります。
ロータリーでは、地域のために力を尽くす草の根のリーダー、そして世界のためにがんばるグローバルな市民が集まっ
て、一緒に活動しており、ひとりでも多くの人に参加していただければ、もっとたくさんの「よいこと」が可能とな
る。また、あらゆる分野の第一線で活躍するリーダーが、それぞれの持ち味を生かして街づくりや教育支援、社会問題
に取り組んでいる。そして、さまざまな職業や専門スキルをもつ人たちが、アイデアや知識を寄せ合って活動してい
る。ロータリーのリーダーは肩書ではなく、考え方や行動を通じて、リーダーシップを発揮する責任あるリーダーを意

味すると言われており、それがロータリアンの皆さんだと言われています。

第１０９6回例会

会務報告 小川幹事

１）

一般社団法人ロータリーの友事務所より、
公共イメージ向上のための広報誌
「ROTARY

ロータリー 世界と日本(第９版)」

並び

に
会員勧誘のための広報誌
「ROTARY あなたも新しい風に(第８版)」
＊ 「ROTARY ロータリー 世界と日本(第９版)」
A５判１６ページ １セット (10冊) ５４０円 送料別

収受。

＊

「ROTARY あなたも新しい風に(第８版)」
B５判１２ページ １セット ( 5冊) ４３２円 送料別

２）

一般社団法人ロータリーの友事務所より、「ロータリーの友」英語版 注文書 収受。
年１回 １１月発行 １冊 ＝ ５００円＋消費税（送料込）
＊ ご希望の方は、お名前を
ご記入ください。
３）

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、ハイライトよねやま１９８ 収受。

４）

国際ロータリー第２５００地区豊富ロータリークラブより、創立５０周年記念式典の案内状
収受。
日
時
１１月１２日（土）
会
場
豊富町民センター
記念式典
１３：３０～１４：３０ 記念講演
１４：３０～１５：３０
＊ 講師
嶋崎暁啓氏
（ＮＰＯ法人サロベツ・エコ・ネットワーク事務局長）
＊

演題
祝賀会

「サロベツの豊かな自然と地域に根差したＮＰＯ活動」
１６：００～１７：３０

登録料

１０，０００円

５）

国際ロータリー第２６５０地区京都モーニングロータリークラブより、会報№８５４～８
５６ 収受。

６）

一般財団法人

比国育英会バギオ基金より、バギオだよりVol.５６ 収受。

７）

旭川市内６ロータリークラブより、会報７・８月分

８）

日本国際飢餓対策機構より、飢餓対策ニュース№３１４ 収受。

２）

公益財団法人 米山梅吉記念館より、館報２８号並びに秋季例祭の案内状
収受。
★ 秋季例祭
日時
９月２４日（土）１４：００～
場所
米山梅吉記念館

収受。

ホール
受

付

１３：００～ 受付後、米山翁の墓参・展示見学等

式 典
１４：００
講
講師 あわやのぶこ 氏

演

１４：３０
（知半庵々主・知半アート代表・元Ｒ財団奨学

生）
演題

ロータリー留学という原点と私の現在

～ 伊豆の国際的な分科再生を願っ

て～
アトラクション
懇親会
登録料
３）
日

～あなたの心を鏡開き～太神楽かがみもち

１６：４０
無料

ロビーにて講師を囲んでの懇親会

国際ロータリー第２５００地区釧路ロータリークラブより、創立８０周年記念式典の案内状
収受。
時
１１月５日（土）
記念講演
１３：００～１４：３０

「数学は、実社会で役に立たない？親と子のための講演会」
講 師
志田 晶 氏（東進予備校講師）
会 場
釧路市生涯学習センター まなぼっと
幣舞
登録料
無料
式
典
１５：３０～１６：３０
祝賀会
１７：００～
会

場

釧路センチュリーキャスルホテル

登録料

１０，０００円

４）

国際ロータリー第２６５０地区京都モーニングロータリークラブより、会報№８５０～８
５３ 収受。

５）

日本国際飢餓対策機構より、国際協力カレンダー「地球家族」２０１７年版並びに飢餓対策
ニュース№３１３ 収受。
＊ カレンダーは購入申込もできます（詳細は別紙参照）

６）

旭川市暴力追放運動推進協議会より、「平成２８年旭川市民防犯大会」の案内状
日
場

時
所

１０月１０日（月） １３：００～
旭川トーヨーホテル及び平和通買物公園

内

容

旭川市内中学生による青少年防犯意見発表、
旭川市内小学校による演奏、防犯パレード

クラブフォーラム

収受。

IT会報委員の運営について 今井会員

●今期の目標
・①今期全員のマイロータリー登録・②会報作りの標準化・③旭川モーニングロータリーク
ラブのIT活用の土台作り
●今日お話しさせていただくテーマ①②③
・①マイロータリー登録件数増加の流れ
●登録前に、皆さんに周知してご理解いただく事
・マイロータリーの概要・使用目的・登録目的・メリット
・登録に必要なこと。管理
・マイロータリーの主な使う目的、使い方
・現在の旭川モーニングロータリークラブのマイロータリー登録状況の確認
・今後の登録を増やすための流れ
・各個人のパソコン、スマホ、メールの使用状況の把握
・メールを使える人は各自マニュアルに従って登録（完了日を約束してチェック）
・メールが使えない人は、今井に代理でメール等の管理を委任して代行で登録
（登録に必要な情報を今井に送る。事務局・役員の方の会員メールの登録が重要）
・②会報作りの標準化を行っていく流れ
・現在の会報について会員の皆さんのご意見をください。
・今までの制作者のご意見をまとめ、共有します。
・今後の作り方、ルールの提案
・目標と計画、期限を立てて、進捗をチェックしながら改善していきます。
・③旭川モーニングロータリークラブのIT活用の土台作り
・マイロータリーの活用 ・ホームページの活用 ・他のロータリークラブの状況を知
る。
・旭川モーニングロータリーを定義していただきます。
（コンセプト・WHY? 活動内容・目標・ルール等HOW？）
・皆さんの意見をまとめてご提案します。
・今後IT会報委員の具体的な作業内容を決めます。（目標、期限、ゴール）

