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国際ロータリーテーマ
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ＲＩ会長  シェカール・メータ

第 2500 地区ガバナー
漆崎　　隆（釧路ベイ RC）

ロータリー親睦活動月間月間テーマ

本日のプログラム

次週例会 講師例会「ビジネス書のベストセラー作家が釧路に今伝えたい」（担当：プログラム委員会）
ガバナー公式訪問例会（担当：理事会）
経済と地域社会の発展月間・米山月間

～採用と知名度の脱安売り、一気に解決するならブランド戦略～

■ロータリーソング：それでこそロータリー　　　　　■ソングリーダー：東堂　光春君
■会員数　  103 名
■ビジター   2021-2021 RID2500 漆崎　隆ガバナー　・　〃　伊藤　広樹副幹事
　　　　　　　　　同　第 7分区　長倉　巨樹彦ガバナー補佐　・　〃　上川原　昭副幹事・奈良　清成副幹事
■ゲスト　   なし

 

乾杯挨拶　吉田　潤司パストガバナー　
　漆崎ガバナー、今
日は釧路クラブにお
越しいただきまし
て、また先ほどは『会
長・幹事会』、また『ク
ラブ協議会』で大変
ありがたいアドバイ

スをいただいたと聞いております。本当にありがとう
ございました。
　また、先般の『地区大会』は久しぶりの地区大会で、
このコロナ禍の中で漆崎ガバナーの大英断、決意で開
かれました。私も公式訪問で行った時に仲間になりま
した稚内の会員や利尻の会員など遠くからも来まし　
　　　んなに会いたいと思っていたのだと、本当に漆
崎ガバナーのご苦労とご英断に感謝でございます。
私も公式訪問へ行きまして体力には結構自信がありま
したけれど後半は風邪を引くとひどくなりました。漆
崎ガバナーも体は大きいですけれど疲労はかなり蓄積
していると思います。まだ７カ月あります。これから
われわれを引っ張っていただかなければいけないです
から身体に十分ご留意されまして、これからまたお会
いできなかったクラブ会員の所にも回られると聞きま
したので、北海道は広いですけどもガバナーの熱意を
皆様に伝えていただき、みんなに勇気を与えていただ

きたいと思います。どうぞお身体に気をつけて頑張っ
ていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
それでは、乾杯をしたいと思います。
今日の公式訪問で感謝の気持ちと漆崎ガバナーのこれ
からのますますのご活躍をご祈念いたしまして、乾杯
をしたいと思います。

　　　　　　　　　　杉村　荘平会長
　お食事の方は、そ
のままお続けくださ
い。皆さん、こんに
ちは。
本日も多数のご出席
をいただきまして、
本当にありがとうご

ざいます。気づいている方は、気づいているかもしれ
ませんが、ちょっと変化があります。この卓数が少し
ずつ増えてきて、基本６名の卓数にしております。少
しずつwith コロナと言いますかコロナ禍からの離陸
を図っていきたいと思います。いつの間にかこのパー
ティションがなくなっている日が近く来るように願っ
ておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
　本日は、漆崎ガバナー、伊藤副幹事、長倉ガバナー
補佐・上川原幹事・奈良幹事におかれましては、大変

会長の時間



 

■ 本日のプログラム ■
ガバナー公式訪問例会

お忙しい中ご出席いただきまして本当にありがとうご
ざいます。改めまして感謝とお礼を申し上げます。
　漆崎ガバナー年度が始まりまして４カ月になりま
す。この間、ガバナーにおかれましてはコロナの影響
で次々と予定が変更になる中、2500 地区 66クラブ
を一生懸命に回られていると聞いております。
わがクラブも、実は９月 30日の公式訪問例会を変更
させていただきまして、ご迷惑をかけたクラブの１つ
でございまして、この場をお借りしてお詫び申し上げ
ます。
ということで、ガバナーは回られているのですが、ま
だ旭川方面を含めて 10クラブぐらいの訪問が残って
いると聞いております。通常でも大変なガバナー公式
訪問ですので、改めてお身体には十分ご留意いただき
まして、すべての訪問を無事終えていただければと
思っております。
大変お疲れのところ、この後ご講話をいただきたいと
思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
　ひとつだけクラブのお話をさせていただきます。先
週の夜例会は、多数の皆さんのご出席をいただきまし
た。そしてまた親睦委員会の皆さんの大活躍のもとに
無事に夜例会を再開させてもらえたことにお礼申し上
げます。これも皆さんのご理解とご協力のおかげだと
思っております。ありがとうございます。改めてお礼
申し上げます。
　例会の形も以前の状況に少しずつ戻していきたいと
思っております。ぜひ皆さんのご協力をいただきなが
ら、また楽しくロータリーを進めていきたいと思いま
す。
本日の挨拶は、以上にしたいと思います。よろしくお
願いいたします。

国際ロータリー第 2500 地区　漆崎　隆ガバナー
　釧路ロータリーク
ラブの皆さま、こん
にちは。先ほどは素
晴らしいクラブ協議
会に参加をさせてい
ただきまして誠にあ
りがとうございまし
た。皆さま方の熱気

と、そして地域を代表する素晴らしい自負心が現れて
いたクラブ協議会であったと感じます。今後も 2500
地区のリーダークラブとしてご活躍をよろしくお願い
いたします。
　先ほど、杉村会長から「２回も開くようになってす

みません」というお話がございましたが、私は会長・
幹事会、そして今日の会合と釧路クラブの皆さまと２
回お会いできるという大変嬉しくラッキーな男だと
思っております。今日の公式訪問例会を大変楽しみに
してやってまいりました。皆さま方との出会いが今後
のロータリー活動に何かの形で生きてくればと思いま
す。
　今日は、公式訪問で初めて私の時間を 30分取って
いただきました。原稿は一生懸命に考えて、30分ちょ
うどで終わるように考えていますが、時には 20分や
15分しかなかったりして、途中オロオロする場面が
ありましたけれども、今日は 30分間お話をさせてい
ただきたいと思っております。
　今年度のＲＩ会長は、シェカール・メータさんとい
うインドの方です。メータさんは、大変積極的で行動
派の方です。そして私たちガバナーの研修『国際協議
会』は毎年アメリカのサンディエゴでずっと行われて
きまして、今年度からフロリダ州のオーランドで開か
れるというその第１回目の協議会が開かれる予定でし
た。残念ながらコロナの影響を受けて「今年は集まる
ことができない、ＷＥＢで開催します」と確定したの
が開催をする１カ月と少し前でした。
その時、私も慌ててパソコンで協議会に参加をしなけ
ればということで、あまり得手ではないパソコンを特
訓しました。もう１人は大変でしたけれども。
ガバナーのパートナーにも独自のプログラムがあっ
て、「独自のパソコンでないと研修を受けられません」
という話になって、私の家内はパソコンを全く触った
ことがなく１カ月前にタブレットを購入して、その場
で女の子にズームを入れてもらいました。そうしたら
いまの時代はすごいことが起きるもので、２月１日～
11日までの 11日間、パートナーの協議会に遜色な
く出席ができるようになりました。それは奇蹟としか
言いようがない、また同じような方がたくさんいらっ
しゃいました。
そしてＷＥＢで開催されることについては、アメリカ
のリーダーシップもまたすごいと思いました。各国の
言葉を常時通訳が付いて同時通訳で会議が進むので
す。世界８カ国の言葉に対応できるように段取りをし
ています。これがまたアメリカはやっぱり世界のリー
ダーの国だと実感をしたところでもあります。
前置きはそれくらいにしまして、シェカール・メータ
さんが、今年度２月１日～ 11日までの国際協議会で
ＲＩ会長テーマを発表しました。２月１日の最初の演
説です。このメータさんの演説は、私はもちろん、世
界中のロータリアンが大変感動をして見ておりまし
た。シェカール・メータ会長の今年度テーマの発表の
シーンを８分間のビデオに収めておりますので、ぜひ
感動をもう一度皆さんと一緒に味わいたいと思いま
す。８分間のビデオ、これは英語で話していまして、



 

下にテロップが出てきます。読めない方は移動してで
も見ていただければと思いますので、よろしくお願い
いたします。

　国際協議会シェカール・メータＲＩ会長テーマ演説
　動画鑑賞

　

メータ会長の世界中で誰も知らない第一声がこれで
す。そして会長テーマが『Serve to Change Lives』と
発表になりました。この Serve to Change Lives、日本
語に訳しますと「奉仕をみんなの人生を豊かにするた
めに」です。この時以来、今年度の活動がスタートい
たしました。この言葉を受けまして、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』としま
した。 ロータリーの素晴らしさ、この本題に入る前に
２つお話をしたいと思います。
　その１つは、いまロータリーが大きく変わると感じ
ているのは私１人ではないと思います。研修リソース
が変わった背景には、次のような現実があります。
今日の世界は、1905 年のロータリー発祥時の世界と
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おります。不変なのは、ロー
タリーを定義付ける価値観に対するニーズでありま
す。こ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。つまり、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々が手を取り合って行動する
世界を目指しております。
　この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つ、より大きなインパクトをもたらす。
２つ、参加者の基盤を広げる。
３つ、参加者の積極的な関わりを促す。
４つ、適応力を高める。
であります。
つまりどのようなことが起きても、ロータリーの原点
を見つめながら素晴らしい仲間と共に生き抜く、とい
うことではないかと私は感じました。
しかし 100 年以上を経ても変わらないものがありま
す。それはロータリーの中核的価値観に変わりはあり
ません。それらの行動は皆さまが常日頃から行ってお

ります「４つのテスト」、ロータリーの目的・五大奉
仕部門に現れております。ロータリーの中核的価値観
とは、親睦・高潔生・多様性・リーダーシップであり
ます。
次の 100 年を目指して、次のことが現在検討され実
行されつつあります。いろいろなことが出てきます。
ＳＲＦ委員会・ロータリー未来形成委員会もそのひと
つです。また先ほどシェカール・メータ会長がおっ
しゃったＤＥＩ・多様性・公平さ・開放性・方針、こ
れもそのひとつであります。地区協議会でも詳しくお
話をさせていただきました。またローターアクトの
ロータリーへの参加、これも新しく変わってくること
です。ＲＬＩの活用も、そのひとつに数えられると思
います。　世界のロータリーの現状を踏まえて様々な
改良・改善が組み込まれ、次の 100 年に向けていま
活動を始めているところであります。
先ほど２つあると言ったもう１つなのですが、私はこ
こが一番大切なことだと思います。それはいかにコロ
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職業奉仕を完璧に行い、そして
地域にいかに活気をもたらすか。これがクラブ活動で
一番大切な部分ではないかと思います。このことに今
年度一番力を入れたいと考えております。アフターコ
ロナの牽引者に私たちロータリアンがなりましょう。

　次に、「ロータリーの素晴らしさ」について少しお
話をさせてもらいたいと思います。コロナ禍のこのよ
うな時だからこそ、立ち止まってもう一度ロータリー
の原点を見つめ直し
てみたいと思いま
す。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。まし
てお金集め・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」という自問
自答が『ＭｙLoad two Rotary（ロータリーへの道）』
に出ております。そこで、ポール・ハリスは「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
りの答えが返ってくるだろう。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、人生の美しさと歓びを発散し、伝えるようにし
てくれるなら、それが、われわれが求めるロータリー
のすべてである。それ以上ロータリーに何を求めるこ
とがあろうか」と記しております。
もう少しロータリーの原点を見つめてみたいと思いま



 

す。ロータリーを始めたのは、もちろんポール・ハリ
スです。ロータリー
の基礎に「サービス」
を教えたのは、皆さ
んよくご存じのアー
サー・フレデリック・
シェルドンです。こ
のサービスを日本語
に訳したのは「奉仕」

という言葉です。この奉仕を辞典で引きますと、１つ、
仕え奉ること。２つ、自己の利害を離れて頂上のもの
や公共のために尽くすこと。と書いてあります。これ
は、ロータリーの奉仕・職業奉仕にはなりません。サー
ビスとい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・与えてあげるという意味に使われることが多い
ように思います。
ロータリーでは、お医者さんが無料で診断をしてあげ
ることは職業奉仕ではありません。むしろ社会奉仕で
あります。また弁護士の先生が、無料相談をしてあげ
るのも職業奉仕にはなりません。社会奉仕と言えるの
ではないではないかと思います。
英語で職業は「occupation」でありますが、ロータリー
の職業は「vocation」です。つまり vocation 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いう意
味であります。
　私事になりますが、34年前、ロータリークラブへ
の入会を誘われた時の話です。ロータリーの名前は
知っていましたが、内容はよく分かりませんでした。
そこで「ロータリーとは何ですか」と訪ねました。そ
うしたら会員の方から「ロータリーとは、親睦と奉仕
です」と言われました。その「親睦」という言葉は何
となく分かるような気がしたのですが、「奉仕」とい
う言葉はよく分かりませんでした。それで、その方に
「奉仕とはどのようなことでしょうか」とお訪ねした
ところ、「奉仕とは、自分の仕事・自分の職業・自分
の事業を一生懸命にやることです。そうして仕事で知
り合った相手に心から喜んでいただくこと。それが本
当の奉仕です」と言われました。39歳の私も、仕事
を一生懸命にやるのならできるかという思いでロータ
リークラブに入会をさせていただきました。
　まだまだお話をしたいのですが、時間も経ってきま
したので「地区方針」について少しお話をさせていた
だきたいと思います。
地区方針は、「地区の明るい未来のために、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。
具体的な方針については、次の９つにまとめました。
１つ目、会員増強の目標を立て実行をしましょう。

シェカール・メータ会長は「Each One, Bring One（み
んなが一人を入会させよう）」とおっしゃいました。
会員増強は釧路クラブの皆さまが大変素晴らしい計画
を立てて実行中です。2500 地区第１位、しかも 100
人以上のクラブは唯一のクラブです。このクラブを維
持し、そしてまた新会員をさらに増強しようという姿
勢は、まさにメータ会長の思いと同じだと思います。
メータ会長は、「目標を立てる時に 12カ月で達成で
きるものは目標ではない。14カ月でできるかな、15
カ月で可能かな、という目標を立て、それに努力をす
る過程が一番大切だ」と、先ほどのビデオには出てい
ませんでしたけれどもおっしゃっていました。この目
標設定とそれをやり抜く仲間の力、これはこれからも
何事にも生きてくる力だと思います。
2つ目、あと一歩の「ポリオ根絶」に協力しましょう。
　ポリオもあと２カ国となりました。１つは、アフガ
ニスタン。１つは、パキスタン。今年になってからそ
れぞれ１件ずつの発生です。もう一歩のところまでき
ました。昨年は、アフリカで絶滅宣言がされました。
ぜひ、あと一歩のところを私たちの力を結集してこの
目標を達成したいと思いますのでよろしくお願いいた
します。
３つ目、戦略計画委員会を立ち上げクラブの活性化を
図りましょう。
　皆さまのクラブは、85年の素晴らしい歴史のある
クラブです。85年前に創立会員の皆さまの熱い思い
が、いまも脈々と生きている 2500 地区一番のクラブ
に育っております。ぜひこのことを大切にしながら、
いまやれること、そして将来に向かってやっていくこ
と、を会員の皆さまでお話し合いをいただきながら
50年後・100 年後のクラブをイメージしながら日々
の活動をしていただけるかなと思います。
4つ目、今期も寄付０クラブをなくしましょう。
　先ほどの協議会でもおっしゃっていただきました。

４年ほど続いており
ます。吉田ガバナー
の時も寄付０クラブ
を見事に達成されま
した。この会費を今
年もぜひ続けていき
たいと思います。皆
さま方のご協力をよ

ろしくお願いいたします。
５つ目、米山留学生の母国を理解し親交を深めましょ
う。
　遠く母国を離れて、日本そして 2500 地区で高等教
育を学んでいる留学生たちが米山の留学生です。
私たちのクラブも今年の３月までフィジー出身の学生
をホストさせていただきました。彼は 2500 地区で高
等教育を学んで３月に帰国する時に、直行便がないの



 

で他国を経由して帰るのですが、飛行機のチケットが
取れるかどうか分からないという時に、「大変皆さん
にお世話になりました。フィジーに帰って政府の機関
で私は働こうと思っています。ここで学んだこと、そ
してこの恩は忘れません。日本とフィジーの架け橋に
なりたい」と言って帰って行きました。
ぜひ米山留学生と親しく交流をしていただき、その母
国を理解し、その実のひとつひとつが結ばれていくこ
とによってアジアの安定が生まれ、世界平和につな
がっていくものと確信いたします。ぜひこの芽を皆さ
んと一緒に育てていきたいと思いますので、ご協力の
ほどをよろしくお願いいたします。
６つ目、ＲＬＩを推進しましょう。
　ＲＬＩは吉田がバナーの時にスタートをさせていた
だきました。それが、コロナでなかなか思うように進
んでおりませんけれども今期もまたＲＬＩを進展させ
て。これは、私はお酒を飲まない炉辺会合ではないか
と思います。皆さんと一緒にお話をしながら先輩の
ロータリアンの方も新入会員のロータリアンの方も、
１つの議題に向かっていろいろ意見交換をする場で
す。ぜひＲＬＩお声かけの時は参加をして、その良さ
を味わっていただければと思います。
７つ目、「ロータリー奉仕デー」を地域の人々と共に
実施いたしましょう。
　９月 12日に、2500 地区 26クラブと 269 名のロー
タリアンが参加して、海岸清掃を行いました。これは、
日本からスタートした「海岸清掃プラスチックゴミの
回収活動」で、地球環境に優しいロータリーの 7つ
目の「環境」に関する重点目標の１つに数えられるも
のです。日本からこのような提案があるということが
シェカール・メータ会長の耳に入り、９月 12日に世
界中で海岸清掃プラスチックゴミの回収作業を行いま
した。世界で 23,000 人のロータリアンが各国の海岸
でこの作業に携わりまして、これからも開かれると思
います。
メータ会長はアフリカにいたのですけれど、私たちが
日本で行っている所と交換をしている時にアフリカか
らズームでお礼のメッセージが到着しました。このよ
うに世界に先駆けて、私たち日本の誇りとして環境問
題の活動を今回行いました。ぜひこれからもご協力の
ほどをよろしくお願いいたします。
８つ目、ローターアクターと、種々の行事を共にいた
しましょう。
　ローターアクトクラブの皆さま方、ローターアク
ターの方々をいろいろなロータリアンの行事の機会に
お誘いいただきながら、また力を貸して、青少年を将
来のリーダーとして育てていっていただければと思い
ます。よろしくお願いいたします。
９つ目、家族同伴例会を増やし、パートナーや家族に
ロータリー活動の理解とロータリーの素晴らしさ・楽

しさ楽しさを味わっていただきましょう。
私がこれに力を入れて、ロータリアンの皆さまの良き
理解者のパートナーの方にロータリーの本当の良さ、
そしてお父さんがどのような方々とお付き合いをして
いるのか、そしてどのような皆さんと一緒に奉仕活動
をしているか、に触れていただきながら、ぜひ地域の
リーダーとして仲間を大切に活動していただければと
思います。

　最後になりました。もう一度申し上げます。コロナ
禍を乗り切るには、皆さまの家族が元気になることで
す。一人ひとりのロータリアンが元気になって職業奉
仕を一生懸命に誓うとともに、地区でも・地域でも・
クラブでも・家庭でも、すべての面でリーダーシップ
を発揮していただき、この閉鎖され息が詰まるような
コロナ禍の世界から皆さま方の力で、皆さま方のクラ
ブの活力で、この大変な時期に、リーダーシップを発
揮して吹き飛ばしていただきたいと思います。
　ちょうど時間となりました。釧路クラブの皆さまの
今年度１年間のロータリー活動の活躍をご期待申し上
げまして、私のお話とさせていただきます。
　本日は、どうもありがとうございました。

会長謝辞
　漆崎ガバナーにお
かれましては、分か
りやすく、また丁寧
に地区の方針・活動
についてお話をいた
だきまして、みんな
も理解を深めたので

はないかと思っております。ありがとうございます。
　今回の訪問に先立ちまして、ガバナーとの『会長・
幹事懇談会』は予定どおり９月 30日に行われており
ました。その時に初めてガバナーとゆっくりとロータ
リーについてお話をさせていただきました。ガバナー
は苦労をして回られている分、各地域・クラブのこと
をよく把握されておりまして、いかに各クラブが工夫
をしてこのコロナの中、ロータリー活動を続けている
かをとても丁寧に伝えていただいたことが印象的でご
ざいました。
いろいろお聞きしましたが、例えば、昨年から夜例会
を含めて一度も休会をしていないクラブがあったとい
うこと、また奥様同伴でワクチンを打つ例会を催した
クラブがあった、など興味深く聞かせていただきまし
て参考にさせていただきました。
　改めて、ガバナーにおかれましては、このコロナ禍
の中、難しい舵取りをお願いすることになろうかと思
いますが、釧路クラブ一同はガバナーのますますのご
活躍を心から祈念いたしまして、本日のお礼に代えさ



 

　せていただきたいと思います。
　本日は、ありがとうございました。

司会
　ここで、バナーの交換を行います。漆崎ガバナー、
杉村会長、ご登壇ください。

本日のニコニコ献金

■漆崎　隆ガバナー　御礼
■杉村　荘平君 　無事に公式訪問例会を開催出来ました。ありがとうございます。
■中島　徳政君　良い事がありました。ニコニコさせて頂きます。
■池田　一己君　今週土曜日に栄町公園午後 5時から第 10回ヒアガーデンを開催します。
　　　　　　　　寒いでしょうがビール一杯無料で提供しますので、是非お立ち寄りの上、
　　　　　　　　応援お願いします。午後 8時までやっています。

今年度累計　　106,000 円　　


