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会長挨拶 井上雄樹 ２０２１・１１・２５ 
 

みなさん、おはようございます。いよいよ雪も積もり冬がやってきたという実感が出て

きました。車を運転する際には凍結路面に慣れるまでスピードを抑え、急な操作を避け

て安全運転を心がけるようにいたしましょう。さて、メジャーリーグの大谷翔平選手が、

満票でM V Pを取ったというニュースがありました。野球にそれほど興味のない私でも

これはすごいというしかないと思います。また、国民栄誉賞の打診もあったそうですが、

まだ早いということでこれも断ったということです。まだまだ若いし、これからさらに

素晴らしい偉業を成し遂げてくれるだろうと期待も高まります。コロナで国民の気持ち

が落ち込みがちな中で久々にいいニュースだなと思いました大谷翔平選手は、子供の頃

から人生計画をたて、その目標に向けて努力を続けてきたということも知られています。

持って生まれた才能もあるのでしょうが、やはり才

能だけではなく、目標をたててそれに向けて努力を

続けることの大切さを教えてくれるという意味でも

すごい存在だと思います。 

我々も、幾つになっても遅いということはないと思

いますので、目標をたてそれに向けた努力を続けて

いきたいと思います。 

それでは、本日もよろしくお願いいたします。 
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      会務報告をする飯塚幹事↑    ↑会員研修の発表をする石川会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        桑原会員↑               ↑竹村（陽）会員 

１．一般社団法人 旭川青年会議所より、『令和３年度 広報誌』収受。 
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２０２１〜２０２２
第１回研修会

会員組織委員会 宮永
憲⼀委員⻑

会員増強委員会 ⾕地
元憲次委員⻑
会員研修委員会 ⽯川千賀男

２０２１〜２０２２年度のマーク

今期の⽬標
•２０２１〜２０２２年度
•ＲI会⻑ シェカール・メータさんは

「奉仕しようみんなの⼈⽣を豊かにするたに」
serve to change lives

インド、⻄ベンガル州カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ

・２５００地区ガバナー 漆崎 隆さんは
釧路ベイロータリークラブ

「ロータリーの素晴らしさを広めましょう。」

•モーニングロータリークラブ 会⻑ 井上雄樹さんは

「困難な今だからこそ」

ロータリーの世界

•世界の会員は何⼈くらいいるのでしょう。
１２０万⼈

•世界にロータリークラブいくつあるのでしょう。 ３５，
０００⼈以上

•⽇本のロータリークラブはいくつあるでしょう。 ２，２２
３・８４２７２⼈

•第２５００地区のクラブ数と会員数は ６
７クラブ・２，２６９⼈

ロータリーの戦略的優先事項と⽬的
私たちは 「世界を変える⾏動⼈」

「より⼤きいインパクトをもたらす」
「参加者の基盤を広げる」
「参加者の積極的なかかわりを促す」
適応⼒を⾼める

国際ロータリーの使命は
職業⼈と地域社会のリーダーのネットワークを通じて
⼈びとに奉仕し、⾼潔さを奨励し、
世界理解、親善、平和を推進することです。

ロータリーの中核的価値観 １１６年

今は、誕⽣した１９０５年の世界とは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て、
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。

しかし，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。

国際ロータリーの使命 ロータリーの中枢的価値観

親睦と国際理解（Fellowship and Global Understanding）
⽣涯にわたる友情をはぐくみます。

倫理と⾼潔性 （Ethics and Integrity）
約束を守り抜きます。

多 様 性 （Diversity）
さまざまな考え⽅をつなぎます。

職業の知識とスキル、奉仕、リーダーシップ
（Vocational Expertise ,Service and Leadership）

リーダーシップと、職業のスキルを活かし、地域社会の問題に取り組
みます。

過去を敬い、未来を⾒据えながら、私たちは進化を
遂げ、ロータリーを時代に即した組織とするだけで
なく、繁栄させることができます。

ロータリーの⽬的

１．知り合いを広めることによって、奉仕の機会とすること。

２．職業上の⾼い倫理基準を保ち、役⽴つ仕事は
全て価値のあるものと認識し、社会奉仕する機会として、
ロータリアン各⾃の職業を⾼潔なものとすること。

３．ロータリアン⼀⼈ひとりが個⼈として、また事業及び
社会⽣活において、⽇々奉仕の理念を実践すること。

４．奉仕の理念で結ばれた職業⼈が、世界的ネットワークを通
じて、
国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの７つの活動分野
１．平和の推進
• 紛争の予防・仲裁や難⺠⽀援に当たる⼈材を育て、異⽂化間の交流と対話を促す
ことで、平和な世界づくりを⽬指しています。
２．疾病との闘い
• 命を脅かす病気（ポリオ、エイズ、マラリア、コロナなど）について正しい知識を伝え、発
展途上国で低額または無料の医療を提供するなどして、病気の予防と治療を⽀援しています。
３．⽔と衛⽣
• 「ただ井⼾を掘って終わり」ではなく、きれいな⽔や衛⽣設備を活⽤して⻑期的な地域発展
が実現できるよう、包括的な⽀援を⾏っています。
４．⺟⼦の健康
• 世界では毎年、5歳未満の⼦ども600万⼈近くが、栄養失調、不健康、不衛⽣のために命を落
としています。ロータリーは、質の⾼い医療によって⺟と⼦の健康を守っています。
５．教育の⽀援
• 世界で読み書きのできない⼈（15歳以上）は、7億7500万⼈今の総⼈⼝の１０％。ロータ
リーは、より良い学校をつくり、教育における性差別をなくし、成⼈への識字率向上教育に
⼒を注いでいます。
６．地域経済の発展
• ⽣産的で⼗分な収⼊をもたらす雇⽤の機会の創出を通じて⼈びとの⾃⽴を促し、発展途上地
域の（特に⼥性による）起業を応援しながら、リーダーとなる⼈材を育てていきます。
７．環境の保護
• ロータリー会員は、プロジェクトを⽴ち上げ、つながりを⽣かして政策や⽅針の変更を促し、
未来を形づくる計画を⽴てます。環境問題においても同じアプローチで取り組んでいきます。
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ロータリーの新しいアプローチ
環境の保護

ロータリー会員は、プロジェクトを⽴ち上げ、つなが
りを⽣かして政策や⽅針の変更を促し、未来を形づく
る計画を⽴てます。環境問題においても同じアプロー
チで取り組んでいきます。
ロータリーは、⼈類共通のレガシーである「環境」を
守ることが重要だと信じています。
ロータリーは、天然資源の保全と保護を促進し、環境
の持続可能性を⾼め、⼈と環境との調和を促す活動を
⽀援します。補助⾦やその他のリソースを提供し、地
域特有のソリューションと⾰新を奨励しながら、気候
変動と環境破壊の原因、およびその影響の削減に取り
組みます。

ロータリークラブとしての
コロナ感染に対する取り組み

•第⼀に、この疾病に最も⼤きな影響を与えるのは⼀⼈ひとりの⾏
動であること。これには、個⼈の衛⽣習慣、ソーシャルディスタ
ンス（⼈との物理的距離を空けること）、世界保健機関（WHO）
によるその他のガイドラインなどがあります。ウイルス拡⼤防⽌
のために、私たち⼀⼈ひとりが責任を果たす必要があります。

•第⼆に、感染曲線を平らにする政府の取り組みをサポートするこ
と。これは、⺠間セクターや公共機関、開発団体、社会が⼀体と
なって、この脅威を⾷い⽌めることを意味します。

•第三に、希望のメッセージを⼈びとに伝えつつ、みんなが⼒を合
わせてこの難局を乗り越えなければならない、また⽇常⽣活の中
断は⼀時的であるばかりでなく、⽣活を継続していくために必要
不可⽋であるという認識を促すことだと思います。

数字で⾒るロータリー財団
• 年間６０ドルの年会費（約６，３００円）

• プログラムと会員への⽀援 ２１．２６％

• IT・運営・管理業務 １２．５３％

• コミュニケーション １０．１８％

• 国際業務 ５．５８％

• ガバナンスと役員 ４．２０％

• 財務 ３．８８％

• ⼈事・法務・監査 ２．３７％ ６０％

• ロータリー財団の収⼊ ３億２，８００万ドル （３４４・４億円）

⼀⼈当たり２８，６６６円−６，３００＝２２，０００円

• ⽀出 ポリオプラス 約５０％

• グローバル補助⾦ ２５％

• 地区補助⾦・プログラム運営費 ２５％

ロータリークラブを活性化するには

１．⼈に勧めたくなるように ロータリー活動を楽しくする。
２．活動に障害があるのであれば 取り除く勇気を持つ。
３．奉仕活動の 価値感を⼀緒に共有する。
４．積極的にリーダーにする。なってもらう。 協⼒する。
そして更に ⾯⽩くする。
５．固定概念にこだわらない。もっと ⾃由な発想を求める。
６．適応できる⼈物になってもらう。 訓練も共に⼀緒にする。
７．新しい⼈財を 創る。育てる。極める。
８．会員同⼠、 褒める。認める。感謝する。
９・協⼒して、成功に導くように ⽀援をさせてもらう。
１０．チャーターや、経験者は、⼀歩下がって、プラス１を⽀
援する。

いつも爽やかに、そして元気よく、

素敵な笑顔で活動しましょう。

ご清聴ありがとうございました。
グラフタイトル
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ズーム参加する高見会員、木村会員↑ 

 
＊ 旭川モーニングＲＣ 出席報告 ＊ 

＊本⽇の出席 第 1301 回 例会 総員 20 名  
11 ⽉ 25 ⽇分 出席 18 名 出席率 90.00％  
 

＊修正出席率 第 1297 回 例会 総員 20 名  
10 ⽉ 28 ⽇分 出席 20 名 出席率 100％ 

 
＊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 
          
11/25 分 ニコニコ     ０円 
 

  

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         

 

本⽇はございません。 

 

 

 

0 円 

                   


