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会長挨拶 井上雄樹 ２０２１・８・２６ 
 
みなさん、おはようございます。 
本日は、漆崎ガバナーをお迎えしての公式訪問例会です。 
８月が始まった頃には、まさか公式訪問例会をズームにせざるを得ないとは思ってもいません

でした。しかし、旭川市内の感染者の急増、蔓延防止措置の適用などの状況から、やむなくリア

ル例会の開催は断念せざるを得なくなりました。 
 もっとも、他の市内のクラブが軒並み例会を中止ないしは延期している中で、モーニングロー

タリークラブは、唯一ズームでの公式訪問例会を開催できることは誇るべきことであろうと思

います。これも前年の木村年度にズーム例会を何度も開催してきたことや飯塚幹事の入念な準

備に負うところが大きいものであります。また、会員の皆様の新しいものを吸収していく柔軟性

があればこそとも思います。 
 私と飯塚幹事は、一昨日、旭川にお越しになっていた漆崎ガバナーとお会いし、懇談をいたし

ました。その際にも、ズームでの例会ができると言うことについてはお褒めの言葉をいただきま

した。 
 会員の皆さんとリアルな例会でお会

いしていただけなかったのは残念では

ございますが、ズーム例会でもモーニン

グロータリーの雰囲気を味わっていた

だけると思いますので、本日は旭川に来

ているような気持ちになっていただけ

るのではないかと思います。 
 また、この感染の流行が落ち着き、１

０月の地区大会では釧路でお会いでき

ることを願っております。 
 それでは、本日もよろしくお願いいた

します。 
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ロータリーの素晴らしさを伝えましょう 
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・本日はございません。 
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ガバナー公式訪問 
漆崎 隆 ガバナー 

 
2021－22 年度  国際ロータリー第 2500 地区       １． 

              ガバナー   漆 崎  隆 
    ガバナー公式訪問  卓話 
 旭川モーニングロータリークラブの皆様 こんにちは。今年度、RI2500 地区 ガバナーの漆崎隆です。 
どうぞよろしくお願い致します。 
 今年度、RI 会⻑は、インド・カルカッタ・マハナガーロータリークラブのシェカール・メータ会⻑で
す。今年 2 ⽉ 1 ⽇から 11 ⽇まで、ロータリー史上初めて ウエブで国際協議会が開かれました。 
その初⽇、RI 会⻑テーマが発表されました。 
 その時の ビデオをご覧ください。（8 分間） 
〇 今年度の RI 会⻑テーマは 
 「奉仕しょう みんなの⼈⽣を豊かにするために」  
   Serve to  Chang  Lives      です。 
〇 これを受けて  地区スローガンは 
 「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」 といたしました。 
〇 本題に⼊る前に 2 つお話をしたいと思います。 
〇 ⼀つは 今、ロータリーは ⼤きく変わろうとしていると感ずるのは私⼀⼈ではないと思います。            
２． 
研修リソースが変わった背景には 次の様な現実があります。 
今⽇の世界は 1905 年の世界と同じではありません。⼈⼝動態が変わり、変化のスピードが加速し、テ
クノロジーによって、つながりや奉仕の新たな機会が⽣み出されています。不変なのは ロータリーを
定義づける価値観に対するニーズです。 
 そうして⽣まれたのが 2015 年に発表された「ロータリーのビジョン声明」です。「私たちは、世界

で、地域社会で、そして⾃分⾃⾝の
中で、持続可能な良い変化を⽣むた
めに、⼈びとが⼿を取り合って⾏動
する世界を⽬指しています。」 
 ロータリーのビジョンの実現に
向けて ロータリーの新しい戦略
計画が発表され、ロータリーの⾏動
計画である４つの優先事項が唱え
られました。 
１． より⼤きなインパクトをも
たらす。 

２． 参加者の基盤を広げる。 

３． 参加者の積極的なかかわり
を促す。 

４． 適応⼒を⾼める。    
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しかし、100 年以上経ても ロータリーの中核的価値観は変わりません。それらの⾏動は「四つのテス
ト」、「ロータリーの⽬的」、   「五⼤奉仕部⾨」に現れています。 
 ロータリーの中核的価値観とは 
・親睦（Fellowship） 
・⾼潔性（Integrity） 
・多様性（Diversity） 
・リーダーシップ（Leadership）  です。 
 
次の 100 年を⽬指して 様々の事が検討され実⾏されつつあります。 
・SRF委員会（未来形成委員会） 
・DEI（多様性、公平さ、開放性）⽅針 
・ローターアクトの参加    等です。 
〇 もう⼀つは 如何に コロナ禍による影響からロータリアンが元気を取り戻し、地域のリーダーと
して、地域に活気をもたらすか です。 このことが 今年度、⼀番⼒を⼊れたい所です。 
◎ 「ロータリーの素晴らしさ」とは 何でしょう？ 

コロナ禍の こんな時だからこそ ⽴ち⽌まって もう⼀度  ロータリーの原点を⾒つめ直して
⾒ませんか？ 

 ロータリーは 慈善団体ではありません。発展途上国の援助が⽬的の団体でもありません。お⾦集
め、⼈集めが⽬的の団体でもありません。 

 ロータリーの本質には素晴らしい魅
⼒があります。 

 ポールハリスの「ロータリーとは何
か」と⾔う⾃問⾃答が 

「My Road to Rotary ロータリー
への道」に出ています。 

ロータリーとは何か、何千⼈のロータ
リアンに聞けば、何千通りの答えが返
って来るだろう。しかし もし ロー
タリーが 

より寛容で、より他の⼈の良さを認め、
より他の⼈と親しく交わり、助け合う
ようにしてくれるなら、 そして、 

⼈⽣の美しさと 喜びを発散し 伝え
る様にしてくれるなら、 

それが 我々が求める ロータリーの全て である。 

それ以上、ロータリーに何を求めることがあろうか。と 記しています。 

 もう少し、ロータリーの原点を⾒つめてみましょう。 

・ロータリーを始めたのは ポールハリス です。 

・ロータリーの基礎に「Service サーヴィス」をすえたのは 

 アーサー・フレデリック・シェルドンです。 

「サーヴィス 」 は  ⽇ 本語に翻訳さ れ た の は 「 奉 仕 」 で す が辞書（ 広辞林） でひく と 、                
５． 

① 仕（つかえ）えまつること。 
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② ⾃⼰の利害をはなれて⻑上の者や公共のために尽くすこと。と書いてあります。 

これは ロータリーの職業奉仕には なりません。サービスと⾔う⾔葉が ⽇本で使われている多く
の意味は、労⼒や⾦品を無料で相⼿や かわいそうな⼈に やってあげる、与えてあげると⾔う意味
に使われる事が多い様です。 
 ロータリーでは お医者さんが 無料で診断をして上げる事は、職業奉仕ではありません。むしろ 
社会奉仕です。 
 
また、弁護⼠が無料相談をして上げる。 これも職業奉仕にはなりません。社会奉仕と⾔えるでしょ
う。 
 英語で 職業は オキュペーション（ occupation ）ですが、 
ロータリーの職業は ヴォケーション（ vocation ）です。 
つまり、ヴォケーションは 天職、天から与えられた、神様から与えられた、世の中のためになる職
業です。 
これは ロータリーの職業は ⼈々が社会が 必要でないものはひとつもありません。と⾔うことで
す。 
まだまだ お話をしたいのですが 限られた時間ですので、 ６地区⽅針について お話したいと思 
います。地区⽅針は地区の明るい未来の為に、地域の⼈々と「親睦と持続可能な奉仕活動の推進」と 
いたしました。具体的な⽬標は 次の通りです。 
 
（計画書の通りの説明をする） 
 
もう⼀度、申し上げますが、コロナ禍を乗り切るには 皆様の 
クラブが元気になる事です。⼀⼈⼀⼈のロータリアンが 元気になって リーダーシップを 全ての
⾯で発揮する事です。 
 それには まず 家庭のリーダーシップ、奥様を連れて 
世界⼤会・ヒューストンへみんなで ⼀緒に⾏きましょう。 
「ロータリーの素晴らしさを広めましょう」 
 
ご清聴ありがとうございました。 

 

講和してくださる漆崎ガバナー        竹内ガバナー補佐 
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MRC 全員で自己紹介をさせて頂きました 

     大久保会員               木村会員 

 

 

 

 

 

 

     桑原会員               竹村陽子会員 

 

 

 

 

 

 

     竹澤会員               飛騨野会員 
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      河崎会員               谷内元会員 

 

 

 

 

 

 

                石川会員 
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    出席報告をする小柳会員 

 

 

 

笑顔が素敵な飯塚幹事です 

 

 

 

 

 

 
＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

＊本⽇の出席 第 1291 回 例会 総員 20 名  
8 ⽉ 26 ⽇分 出席 17 名 出席率 85.00％  
 

＊修正出席率 第 1288 回 例会 総員 20 名 
 7 ⽉ 29 ⽇分 出席 18 名 出席率 90.00% 
 
＊ビジター       ございません。 
          
＊ゲスト       ございません 
＊メークアップ  ございません 

  

会報編集                広報 IT 委員会     ・朝倉 直博 ・宮永 憲一 ・坂本 信一 

 

ニコニコ BOX         

・ZOOM 例会のため、本⽇はございません 

 

計 0 円 

                   


