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国際ロータリー第2580地区 2020-21年度ガバナー 野生司義光

ガバナ-公式訪問卓話

皆さんこんにちは。２０２０−２１年度ガバナーの小石川ロータリークラブ所
属の野生司義光です。どうぞよろしくお願い致します。

簡単に自己紹介させて頂きます。

私は1991年に東京小石川ロータリークラブに入会致しました。私の父は建
築家で小石川ロータリーのチャーターメンバーです。小石川ロータリーは北
クラブから５人がでて、小石川ロータリーを作りました。

初代の会長は講談社の野間さんです。そして父が初代幹事です。私と家内
は北のローターアクトクラブのメンバーでした。家内の父親も北のメンバー
でした。そういう意味では、ロータリー一家です。

本日は、ガバナーとして、皆様にRI会長本年度の方針を伺いに、国際協議
会が開かれるのが、最後となりますサンディエゴに行って参りました。その
報告をする前に、私のことを知って頂く為に、私の仕事の話を少ししたいと
思います。
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自己紹介

私の職業は建築家です。建築家とは建物の設計監理
をして、クライアントの立場でものを考えて、建物
を設計する人間です。クライアントを守るという意
味では、職業のジャンルとしましては、弁護士に近
い存在です。
此の写真の左側の外人が、バウハウスの創始者ワル
ター・グロピウス（７１）です。正面左側が若き日
の丹下健三（４１）、後ろの中央が父（４２）、中
央が私（５）です。
日本へ１９５４年に、グロピウスが来たときに倉敷
を案内した時の写真です。バウハウスとは、美術と
建築に関する総合的な教育を行ったドイツの学校で
す。
それでは
私の設計した物を2、３紹介させて下さい。
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銀座久兵衛 本店

銀座久兵衛本店です。
色々なホテルにあります各支店も、ほとんど私の設
計です。
今、世間を騒がしております、ホテルオークラの久
兵衛もただいま設計中です。
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銀座久兵衛 本店
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浅間山の家

軽井沢「浅間山の家」です。
私の別荘です。
部屋の真ん中にお風呂がある、ということで、
テレビ、雑誌等で有名になりました。
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浅間山の家
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東邦音楽大学 グランツザール

三室戸学園東邦音楽大学のコンサートホールです。
２５７０地区埼玉の西北地域の地区研修協議会がこ
こで、４月２５日に開かれる予定でしたが、その後
、どうなったでしょうか。
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東邦音楽大学 グランツザール

正面です。
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東邦音楽大学 グランツザール

全景です。
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青葉ヒルズ
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青葉ヒルズ
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今年の国際協議会 2020年1月19日～25日

マンチェスターグランドハイアットホテル
（米国カリフォルニア州サンディエゴ）

さて、1月１9日から25日まで
今年で最後のサンディエゴで国際協議会が行われま
した。
世界には525の地区があり、ガバナーエレクトとパ
ートナーを含め１５００人以上の人が集いました。
写真は会場となったマンチェスターグランドハイア
ットホテルです。

来年は、もしかするとコロナの影響でＺＯＯＭでの
国際協議会になるかもしれません。
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会場風景

このスペースが会場です。

日本人の研修リーダーたちが、事前に入念な準備を
してくださり、RLI形式でのディスカッションがで
きたことは新鮮でした。

実際に行く前は、なにも全員が集まらなくてもいい
のではないか、と思っていましたが、いざ、参加し
て、その意義を理解しました。

ニューオータニの地区大会の会場と同じくらいの会
場です。
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五輪音頭2020

中日(なかび）の夜には、各國ごとに、舞台でショー
を致します。日本チームでは、今月24日から開催予
定でした、東京オリンピックをアピールするため、
全員で東京五輪音頭２０２０を踊ってまいりました
。
大変評判よく、例年ですと、ブラジルのサンバが１
番らしいのですが、今年は、日本だと言われていま
した。
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2020-21RI会長 ホルガー・クナーク 会員と共に

RI会⾧となられるホルガー・クナークさん夫妻と私
たちです。
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2020-21年度テーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」

(Rotary Opens Opportunities)

By RI会長 ホルガー・クナーク

クナーク会⾧は、2020-21年度テーマを「ロータリ
ーは機会の扉を開く」と発表しました。
“ロータリーとは、クラブに入会するというだけで
なく、「無限の機会への招待」である”
“「私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰かのた
めに機会の扉を開いています”
このマークは誇りのシンボル歯車の、ロータリーゴ
ールド、ローターアクターを示す、クランベリーレ
ッド、ロータリアンの、ロイヤルブルーで構成され
ています。
私たちもこのテーマをもってこの1年活動していき
ましょう。
例年、地区スローガンを掲げますが、私は、「ロー
タリーは機会の扉を開く」をそのまま地区テーマと
し、活動していきたいと思います。
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ロータリーのビジョン声明

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

ところで、みなさんは、このRIの「ビジョン声明」
をご存知ですか？
2017年に採択されたこのビジョンのもとに2019年
から5年間、行動することが決議されています。

ロータリーには115年の歴史があります。
そして現在は200以上の国に、120万人の会員がいる
大規模な組織です。
しかし生まれた場所や話す言葉が違っても、
私たちは、この基本理念やビジョンの下に結ばれて
います。私たちも、世界の中の、日本のロータリア
ンとして、実現できるように行動しようでは、あり
ませんか。
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より大きな
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

• より大きな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

4つの行動計画は2019年から5年間のテーマです。
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1. より大きなインパクトをもたらす

2020年度年次目標

1. ポリオを根絶しロータリーの役割を強調する

2. 2025年度までに恒久基金を20億2500万ドル（2220億円）とし、
年次基金とポリオプラスへの寄付を増やす

3. 地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、ロータリー平和セ
ンターにインパクトを与える

4. 人道的なプロジェクトの世界的な実績を向上させるため、政府機
関との機会も含め、新たなパートナーシップを築く

国際ロータリーの２０２０年度の年次目標です。
１２の年次目標があります。

ポリオ （パキスタン、アフガニスタン、ナイジ
ェリア、）
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2. 参加者の基盤を広げる

2020年度年次目標

5. 新クラブと革新的なクラブ（Eクラブ,パスポートクラブ等）および参加者
の参加経路を立ち上げることにより、また、既存のクラブにおける新会
員の入会を促進することにより、参加者の増加と多様化を図る

6. ロータリーに入会する女性会員、40歳未満の会員、ローターアクター
の数を増やす

7. 世界を変える行動人としてのロータリーとロータリアンの認知を高める

ローターアクトの卒業生から作るロータリークラブ
（オランダ等）
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3. 参加者の積極的な関わりを促す

2020年度年次目標

8. インターアクト、ローターアクト、ロータリークラブ会員、その他のロー
タリー参加者と積極的に交わる

9. 全ての参加者、特にロータリークラブとローターアクトクラブの間の
協力を増やす

10.人道的プロジェクトの世界的な実績を向上させるため、新たなパー
トナーシップ（政府,行政等）を築く
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４. 適応力を高める

2020年度年次目標

11.ロータリーのリーダーシップ（ガバナー補佐,地区研修リーダー,地区
委員）に明確な責務を与える

12.ロータリープログラムの活動に焦点を定めつつ、コロナ禍において
活動をバーチャルで行うか、あらゆる健康上の懸念を考慮しながら
活動を行う

これらの12の年次目標もできることを数多く取り入
れ、やっていくことが重要です。
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2020-21年度テーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」

(Rotary Opens Opportunities)

By RI会長 ホルガー・クナーク

以上のようなビジョンと行動計画を基盤にしつつ、

今年は
「ロータリーは機会の扉を開く」ことをテーマに、
1年一緒に活動していきましょう・
よろしくお願いいたします。
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地区の年次目標

次に地区の年次目標です。
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年次目標

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

実現のためには

退会防止
会員増強
公共イメージの向上
ロータリーデーの開催

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」ことを、地
区の目標とします。
実現のためには
退会防止
何が何でも会員増強
公共イメージの向上
ロータリーデーの開催

の４つを掲げました。
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年次目標

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

実現のためには

退会防止 １ 仕事を与える

２ Eクラブを考える

・分区単位で考える

３ モーニングクラブ,ティータイムクラブ

４ ローターアクトからロータリークラブへ

（安価な年会費）
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年次目標

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

実現のためには

会員増強

会員増強になぜ力を入れるのでしょうか？
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2580地区は
最下位！

会員増強のために

１5.08

7.03

3.68

2.7

わが2580地区は日本の34地区のうち1万人あたりの
ロータリアンの数が最下位という残念な状況にあり
ます。

（赤い線は平均値 7.03人を示す。）
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会員増強のために
地区 人口 ロータリアン数

（人）
1万人あたりRTN
（人）

2580地区（沖縄除く） 723万人 2660 3.68

2750地区 628万人 4605 7.34

東京 計 1351万人 7265 5.38

沖縄 142万人 384 2.70

2590地区（横浜） 526万人 2018 3.95

2500地区（北海道） 153.5万人 2316 15.08

全国 12730万人 89473 7.03

第2500地区細川パストガバナー作成資料より 2019.4.8

こちらは、2500地区（北海道東部地区）で作られた
資料の抜粋です。ガバナーエレクトとしての研修の
際、この数字をたびたび見せられました。
赤い文字は沖縄分区をのぞいたわが地区ですが、1
万人あたり3.68人しかロータリアンがいません。北
海道東部の第2500地区は15人もいるのです。ただし
、注目していただきたいのは、隣の2750地区です。
東京の南半分です。我が地区の倍のロータリアンが
いるのです。この差はどこにあるのでしょうか？
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会員増強のために

自分のクラブの現状を知る

• 会員データの整備

• My Rotaryへ登録推進

500人 ５ヶ年中長期計画

各クラブ２０％ＵＰ

会員増強はむやみに入会してもらうのではなく、自分たちのクラブの
強み、よわみ、現状を把握することが大切です。じつは、会員データ
が整備されれば、ロータリーのWEBから即座に現状が見えるのです
。年代別、男女比などを出すことも可能です。
さらに個人個人がMy Rotaryに登録すれば、コロナウィルスの流行が
あっても、会⾧エレクトが研修をインターネットでまなぶことも可能
なのです。スマホからでも登録できるので、まずはここにいる全員は
9月までに登録し、ロータリーのページを覗いてみましょう。
また、今年は現役のガバナー補佐に地区拡大増強委員になってもらい
、会員増、クラブ増にあたっていただきます。各クラブの悩みを解決
していけるチームにしていきましょう。
目標は地区で 500人です。そうすると最下位から脱却できます。
単純に割って 1クラブ 7人強です。
自然減を考慮すると、各クラブのメンバーの2割を増強しましょう！
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公共イメージの向上

• シンボルマークのルール

• 使用カラーのルール

• 文字（フォント）のルール

• ブランドリソースセンターの
活用

そもそも国際ロータリーはすでに新しくロゴを統一
しているのに、なぜ古いロゴのままのものが掲げら
れているのでしょうか？
「ロータリーの友」にせっかくの活動の写真を載せ
ても、古いロゴを使用している場合は掲載できなく
なります。
ロータリーもマークもカラーも一目でわかる、よう
にしまよう。
これらもMy Rotaryに登録さえすれば、だれでも使
えます。
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年次目標

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

実現のためには

公共イメージの向上 ・ マスメディア
・ ＳＮＳ
・ FaceBook
・ Twitter
・ Instagram

2つ目は公共イメージの向上に力を入れていきます
。黙っていてもローターリー入会希望者がいた時代
ではなくなりました。そもそも、ロータリーってな
にしているところなのか？ほかの慈善団体となにが
ちがうのか？一般の方は知らないことが多いでしょ
う。
ネットでは「金持ちの道楽」「社交クラブ」と誤解
されています。

皆さんのクラブの活動が、1年のうち何回、マスメ
ディアにとりあげられたり、自治体の広報誌にとり
あげられているでしょうか？
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年次目標

「ロータリーを楽しんで仲間を増やす」

実現のためには

 ロータリーデーの開催

ロータリーを楽しんで仲間を増やすとは、自分たちも、また、まわり
の人々も楽しむ、ということに、ほかなりません。
2020年2月にわが地区として初めて開催された沖縄那覇市での、ロー
タリーデーはあらゆる年代の人々をまきこんだ1日でした。
各クラブで、すでに地域のお祭りや行事に参加していることと思いま
す。
バザーなども多くの市民が訪れます。一緒にポリオ撲滅のPRや青少
年交換、ローターアクトの活動なども紹介するチャンスです。
より、インパクトを強めるために、分区ごとでも開催できないでしょ
うか？やがては2580地区での大きなロータリーデーとなるために、
今年は、分区ごとでのロータリーデー開催を開きたいと考えています
。
アイデアは一緒に考えていきましょう。
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各クラブへのお願い

1. 会員データの整備とマイロータリーの登録推進
・ 例会時に2,3回このための時間を割いてください

2.   財団、米山への寄付

・ 財団 １人当たり 230ドル（25,000円）

・ 米山 １人当たり 20,000円
（普通寄付＋特別寄付）

各クラブへのお願いです。
先ほど申し上げましたように、会員データ整備とマイロータリーの登
録をすすめてください。ITの苦手な方もいらっしゃると思いますが、
クラブ内の会員が協力しあって登録してください。

2つ目はロータリー財団、米山奨学金への寄付のお願いです。
財団１人当たり、２３０ドル。
米山１人当たり２０，０００円、です。
よろしければ、年会費と一緒に集めてください。

2つの資金がどのように使われているか、まずは知ってもらいたい。
「世界に良いこと」を私たちもこの資金をつかって行動しましょう。
出すだけではないのです。
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国際ロータリー第2580地区 2020-21年度 地区組織図

みなさまに資料としてお配りした2020-21年度の地区組織図ですが、大きく
３つの点が、従来と違っています。ひとつ目は、縦の組織と横の組織が役割
によって別れています。縦はライン、横はスタッフになっており、左横は諮
問系、右横は実働系に分類しました。

２つ目は組織名称の変更です。2017年11月RI理事会にて決議されたものです
。ただ、クラブ奉仕がクラブ運営支援委員会に変更しました。

最後は、奉仕プロジェクグループです。社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、
青少年奉仕委員会の３つを併せた組織体です。地区行動計画の３番目の奉仕
活動情報交換研究会を開催する役目を負っています。

地区はクラブのサポートをする機関であることを再認識する第一歩だと思っ
ています。
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ご清聴ありがとうございました

36

2020/10/7


