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面を親睦の機会に～話しかけよう～」についての思いをお聞かせ
いただければと存じます。

■国歌斉唱「君が代」

本日の例会はそれぞれの会員の学びの場であり、クラブにノベー
ションを起こすヒントをいただく貴重な時間です。

■ロータリーソング「それでこそロータリー」

本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。

■熊本東南ロータリークラブの歌「Joyful and good」
■来訪者紹介

2021-2022年度

熱烈歓迎

テーマ ：

様

中島敬髙

様

なわちクラブにイノベーション(新たな価値の創造・変革)を起こすことができます。

大森 克磨 様

まず手始めに全会員がMy Rotaryに登録しましょう。ロータリーの情報の蓄積、最
新情報の掲載、トレーニングプログラム等が準備されております。

国際ロータリー第２７２０地区熊本第３グループガバナー補佐
グローバル補助金奨学生

川原 瞳さん

ティティコンサコルウオング，サクピシットさん

温故知新

ロータリーの歴史・知識等を学ぶこと、知ることで新しい知見を得られます。す

ガバナー

大森克磨

クラブ運営方針
「故きを温ねて新しきを知る」（ふるきをたずねてあたらしきをしる）

国際ロータリー 第2720地区

国際ロータリー第２７２０地区ガバナー

米山奨学生

●会長
●幹事

みんなの人生を豊かにするために

そして全会員でさらに魅力あるクラブに向かいイノベーションを起こしましょう。

ガバナー公式訪問の目的

スローガン

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ロータリークラブを、個々

「Joyful and Good」のもとに会員が笑顔
いっぱいのクラブを目指します。

長期戦略委員会

のクラブまたは複数クラブのグループとして、以下のような目的をもって訪
問するものである。
① ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる
② 弱体クラブ、あるいは問題を抱えたクラブに特別な関心を払う

熊本東南ロータリークラブの歌

③ 奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる

Joyful and Good

④ クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規定を順守していることを確認する

未 来

⑤ 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰する

2021-2022年度 テーマ

ガバナー・アドレス (Governor Address)

国際ロータリー

ガバナー公式訪問のクラブ例会において、ガバナーがクラブ会員に対して
ロータリーに関する感銘深い、そして感動的な講演を行い、ロータリー活動

シェカール・メータRI会長

の推進に資するものである。
又、ガバナー演説とも言われるもので、通常20分から30分程度の時間が充
てられる。

第2720地区

ＲＩの地区内唯一の役員の講演であるから権威ある内容である。
大森克磨 ガバナー

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

学本日は、国際ロータリー第 2720 地

区大森克磨ガバナーをお迎えしての公

■来信案内

大森ガバナー、中島ガバナー補佐におかれましては大変お忙しい

大森克磨ガバナー、山門智秀 社会奉仕部門長、小野健介 国際奉

式訪問例会です。

中、またオンラインにて例会ご出席いただき、誠にありがとうご
ざいます。歓迎申し上げます。

また、先ほどの会長・幹事懇談会では、貴重なご意見・ご指導を
いただき、重ねて御礼を申し上げます。

後ほど行われます大森ガバナーのアドレスでは、国際ロータリー
2021-2022 年度の方針や第 2720 地区の方針のご説明並び地区

スローガン「ロータリーのパワーは親睦が生みだす ! あらゆる場

１）

仕部門長、早水琢也 公共イメージ部門長より、社会奉仕・国際
奉仕・公共イメージ合同セミナー開催の案内。
日時
場所

１１月６日（土）１３：００～１６：００

（受付開始１２：３０～）

J:COM ホルトホール大分（オンライン参加可能）

出席対象者

－１－

会長 吉田嘉昭、幹事 松岡泰光、
社会奉仕担当 杉本整哉

国際奉仕担当 彌冨照皇、公共イメージ担当 村瀬直久、他希望者
２）

堀川貴史ガバナーエレクト、作守順子 次期地区幹事より、地区
委員推薦のお願い。

国際ロータリー第２７２０地区２０２２－２０２３年度

グローバル補助金・ポリオプラス委員会 委員長 彌冨照皇 会員
３）

国際ロータリー第２７００地区より、
「ロータリー奉仕デー」セ

ミナー「宗像国際環境会議」分科会への参加願い。※オンライン
参加（視聴）、クラブ単位での申込み。

・
【ロータリー奉仕デーセミナー・宗像国際環境会議分科会】
日時

2021 年 10 月 9 日（土）10：00 ～ 12：30

会場

（受付 9：30 ～）

福岡会場：福岡ソフトリサーチパーク

（福岡市早良区百道浜 2-1-22

T.092-852-3400）

宗像会場：ロイヤルホテル宗像

内容

（宗像市田野 1303

T.0940-62-4111）

①基本講演：九州電力「カーボンニュートラルビジョ
ン 2050」

② 2700 地区の取組み「Think-global.Act-local」は
2700 地区の合言葉

③ブルーカーボンとは、Act local 事例発表

④ 2700 地区グループ別ロータリー奉仕デー活動紹介
■クラブより
１）

第和歌山東南ロータリークラブとのＷＥＢミーティング

１０月１２日（火）１２時から１３時 熊本東南ＲＣ６名出席

■今後の行事
ロータリー財団
2021 10 月 2（土）

セミナー

熊本県上
益城郡
嘉島町

嘉島町民会館
（ハイブリッドセミナー）

吉田嘉昭、古田哲朗
社会奉仕・国際奉仕・
2021 11 月 6（土）

公共イメージ合同セ
ミナー

大分県

J:COM ホルトホール大分

大分市

（ハイブリッドセミナー）

新着

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当 白石 繁 )

■委員会報告

（青少年奉仕担当 宮川義行 )
・熊本東南ローターアクトクラブ ９月第１例会の報告
9 月 14 日（火）19:00 ～ 市民会館シアーズホーム夢ホール・
第２会議室（ハイブリッド例会）
・熊本東南ローターアクトクラブ ９月第２例会の報告
9 月 21 日（火）19:00 〜 未来会議室桜町店、MTG BOX A
※会場定員 8 名のためオンライン (ZOOM) でのご参加をお願
いする場合があります

■出席報告
月日

会員数 出席者数

44
09 月 01 日 （免 4）
40

－２－

25

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

15

40

100.00

15

14

44
09 月 15 日 （免 4）
40
☆出席免除
09 月 01 日 住江正治

31

今年度の取組みで
シェカール・メータ会長が強く言っていたこと

77.50

何よりも、気になっている言葉

「奉仕とは、自分がこの地上に占め
る空間に対して支払う家賃である」
という信条を持つようになりました。

① 女子のエンパワメント

島村徹男

志賀重人

古庄浩二

② 会員数を130万に！ ＥＡＣＨ ＯＮＥ ＢＲＩＮＧ ＯＮＥ
③ ロータリー奉仕デー

■ガバナーアドレス

④ ７つの重点分野をテーマとした会長主催会議の開催

（国際ロータリー第２７２０地区ガバナー

16

17

国際協議会 全体会と分科会

大森克磨 様 )

国際協議会の全体会

国際協議会は全体会と分科会の２部構成。
全体会は、テーマごとにホルガ―・クナークＲＩ会長、シェカール・メータＲＩ会長
エレクト、その他著名人が１０分程度のスピーチを行う。
分科会は、各地のガバナーエレクトが１５～１６人ほどのグループに分かれ、テ
ーマごとにアイデア交換をこなう。
若しくは研修リーダーに質問をする。
2

本日の内容

2021～22年度 公式訪問
国際ロータリー第2720地区 2021～22年度

ガバナーアドレス

ガバナー 大森 克磨（大分キャピタルRC)

タイトルページのオプショ

18

1 自己紹介
2 国際協議会とシェカールメータ会長の
方針
3 地区スローガンと今年度の取り組み
4 地区戦略計画
5 最近のロータリーの動き
衛星クラブ ＳＲＦ
６ その他 地区大会 堀川年度

3

所属地区の活動にどのように還元していくかということを熱く意見交換をしまし
た。
19

全体会でのテーマ

国際協議会の分科会

テーマごとのスピーカーによるスピーチ

4

①
②
③
④
⑤

次年度へ向けて
ロータリーの成長
ロータリーによる対応
世界で良いことをしよう
効果的なリーダーシップ

心の師との出会い

１ 自己紹介
大森 克磨（おおもり かつま） 大分キャピタルRC

【ロータリー歴】
1999年9月
2014-2015年度
2015-2020年度
2020-2021年度

大分キャピタルロータリークラブ入会（創立会員） けっこうな不良会員でした！
クラブ会長 クラブ外のたくさんの方と知り合うようになりました！
地区職業奉仕部門長他 例年地区に出向
ガバナーエレクト

【プロフィール】
1984年4月
2016年11月
2017年4月

中央大学法学部法律学科卒業
法律事務所エフワン開設
大分県弁護士会会長
お笑いを見ること、大谷翔平をモニターすること

国際協議会を終えて・・・

分科会でのテーマ

２０１４年の地区
職業奉仕セミナー
にて

【趣味】

5

6

・ ロータリーのテーマ（例えば、適応力を高める）を、
他人の話を聞く、自分の意見を言う、動画を見る、
データを分析する等を通じて、体に染みこませられた
ような研修でした。
貴重な体験をせて頂いたことに心より感謝を
申し上げます。
この体験を生かし、今後の地区運営に役立てたいと
思います。

アイデア交換
① 私たちの旅路
② 参加者の基盤を広げる
③ 世界を変える行動人
④ 奉仕のインパクト
⑤ ロータリーでの経験を向上させる
⑥ 行動しよう

ロータリーが好き過ぎて・・・

エフワンのＦの由来 ４つのテスト

21

20

熊本西南
ロータリークラブ
牧勝美さん
現在１０１歳

生年月日 １９６２ (昭和３７年)年３月１３日（５９歳）
職業分類 弁護士
勤務先 法律事務所エフワン 代表

23

22

•The Four-Way Test
Of the things we think, say or do
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOOD WILL and BETTER
FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?

THE FIRST ROTARIAN

３ 地区スローガンと今期の取組

「ハリスが会長になるまでは、会員の
取引上及び社会的な便宜に重点が置かれ
ていた。取引上かなり利益を享受した会
員もいるかわりに、そうでない会員もい
たが、仲間同士の親交から生まれる力と
その有難味は全員が認識していた。ハリ
スがその次にやったのは、その力を難渋
している人に向けることだった。」員」

国際ロータリー第２７２０地区
２０２１～２２年度 地区スローガン
☝
事務所

ロータリーのパワーは親睦が生みだす！
☝
書道家に書いてもらった ４つのテスト

8

２ 国際協議会報告とシェカールメータ会長の方針

あらゆる場面を親睦の機会に
～話しかけよう～

9

ここに行けたはずなのに・・・

10

具体的な取り組み

ウォルマートの創業者（ロータリアン）

（方針を達成するための手段）

「リーダーシップを取るコツは、
極めて簡単なことだった。
道で出会う人々すべてに、
こちらから声をかければ良
いのである。」
親睦もに

昨年まではカリフォルニア州のサンディエゴにて開催

国際協議会のバーチャル会場

25

24

国際協議会の会場はアメリカ合衆国フロリダ州オーランドにある
ローゼン・シングル・クリーク・ホテル

・ 全世界５３０名前
後のガバナーエレク
トと約１００名のロー
ターアクトが次年度
に向けて研修する。

11

国際協議会の私の会場

①
②
③
④
⑤

親睦活動の推進
会員の増員 純増10％以上UP
ロータリー奉仕デーの開催
ＩＴ化支援、ＩＴ化支援委員会
青少年奉仕活動をのあり方を考える
全国青少年交換研究会

出会う

27

26

①親睦活動の推進
・今まで以上の（内容、回数、etc）親睦を会

12

２０２１～２２ ＲＩ会長

13

員一人一人が心がけましょう。
・ＩＴを利用した、新しい親睦の方法を試し
てみましょう。
・新型コロナ感染拡大が落ち着き次第、心に
残る親睦行事を実施しましょう。

シュカール・メータ会長のテーマ講演

ＲＩ会長 シェカール・メータ
インド カルカッタ-マハナガルRC

２０２１～２２年度 テーマ

「奉仕しようみんなの人生を
豊かにするために」

－３－

②会員の増員 実質１０％ＵＰ
地区の会員数 約２４００名
２４００×０．１＝２４０名
１クラブあたり３名の純増を目指して
下さい
ＥＡＣＨ ＯＮＥ ＢＲＩＮＧ ＯＮＥ

28

③ロータリー奉仕デーの実施

30

⑤青少年奉仕活動を考える

ＩＴ化支援委員会の設置

今日

オンラインでの会議や研修は、時間と費用の節約と
いう点では、大きなメリットがあります。
ＩＴ支援委員会はその活用方法をクラブに対して支援
する委員会です。

コシノジュンコ プロフィール

「DRUM TAO」 プロフィール

地区ビジョンでロータリーの行動計画
を実現しよう

34

35

衛星クラブの特徴 潜在的クラブである

２０１３年に新しいクラブを設立するのに必要な会員
数（２０名）が不足する場合のオプションとして導入され
ました。
当地区では硯川ガバナーが初めて作りました。
※ 日本 （２２３７クラブ） ２４ 韓国（１６８９） ３１
アメリカ（７４８２） １９２ 台湾（９１３） １５６
インド（４１７７） ４４

スポンサークラブ
４０名
衛星クラブ
8名以上

スポンサークラブ
理事会

37

⑶ マイロータリーにアクセスできる。
38

39

ＳＲＦ（ロータリーの未来形成）

独自の活動が認められている
⑴ 独自の組織がある。
理事会、議長が存在する。
独自の会費体系を有する。
⑵ 独自の活動をする。
独自の目標を設定することが推奨されている。
スポンサークラブとは別個の例会を開催する。
⑶ 会員が２０名を超えると、別個のロータリークラブ
を設立すること（独立）が選択できる。

Ｓｈａｐｉｎｇ Ｒｏｔａｒｙ Ｆｕｔｕｅｒ
（国際ロータリーの組織形態を変える。）
① 会員のニーズに合った、そして皆に指導的
立場に立つ機会を提供する機敏なガバナンス構
造を目指す。
② 地域に合った会員増強、地域社会奉仕を可
能にする。

40

リージョン（ＲＥＧＩＯＮ＝地域）
世界を、文化、言語、ニーズとフォーカス、地理、効率性等
の共通点によって、２８のリージョン に分ける。
日本は一つのリージョンとなる。
リージョンに、３ 年任期のリージョナルカウンセルを置く。
※ 現在あるゾーンはそのまま残す（公平に理事を選出する
ための選挙区となる）。

41

セクション（Ｓｅｃｔｉｏｎ）
地区を廃止し、リージョンの下に
セクションを置き、そこに２ 年任
期のセクションリーダーを選出す
る。 （現行案では、世界に１５００
～１６００、日本に １０２のセクショ
ンを置く。）
このセクションリーダーはロー
ターアクターも候補者となること
が認められる。

次年度の地区委員の募集が始まります。
ぜひ、地区委員に応募し、ロータリー活動を楽しんで
頂けたらと思います。

ＲＩ
リージョン ２８
（日本は１リージョン）
セクション
１５００～１６００
（日本は１０２）

■点鐘

－４－

52

ＲＩテーマ

ＲＩ会長
シェカール・メータ

奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために
SERVE TO CHANGE LIVES
2021年2月1日～11日
国際協議会 第1回本会議にて発表

53

⑵ ２７２０地区では、同額の地区賦課金を負担する。
（異なっても良い）

⑶ 最終決定権はスポンサークラブ
の理事会にある。

堀川年度の準備がスタートしています。

３ 地区スローガンと今期の取組

④ フォームを提出する：
会員候補者とスポンサークラブが決まったら、衛星ク
ラブ設立申請書と衛星クラブ会員情報フォームに記入
し、日本事務局クラブ・地区支援室に送る。

⑴ 同額の人頭分担金を負担する。
（スポンサークラブに請求書が送られ、スポンサー
クラブを通じて支払う。）

⑵ スポンサークラブの理事になる
ことが強く奨励されている。

47

地区運営ご協力のお願い

① スポンサークラブを見つける。
② 会員を見つける：設立には少なくとも8人の会員が必要。
③ 詳細を決める。
• クラブ会費と地区会費はいくらか。クラブ会費に何を含めるか。
• 入会金やそのほかの費用
• 入会の基準は何か
• 衛星クラブとスポンサークラブの両理事会はどのように協力するか
・ 細則を作成

⑴ スポンサークラブの中にある
クラブである。
⑵ ８人以上で設立できる。
⑶ 本格的な独立したロータリーク
ラブとなるまでの短期間の移行
的形態である。

メンバーはロータリアンである

②メンバーはスポンサークラブのメンバーでもある

衛星クラブ
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衛星クラブの設立手順
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⑴ 衛星クラブの新しいメンバーの
入会はスポンサークラブの承認が
必要である。

「ドラム ＴＡＯ」
本拠地は、
大分県竹田市久住町「ＴＡＯの里」
社長は、
熊本県出身、以前「寿屋」に勤務。
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スポンサークラブ会員数は
４０名+８名＝４８名となる

メンバーはスポンサークラブのメンバーである

市民２０００人の集い

世界観客動員数８００万人超、和太鼓を驚異のパフォーマンス
で表現する、新時代のNIPPONエンターテイメント
NYオフ・ブロードウェイでは全公演SOLD OUT、Newsweekが
「日本を売り込む『顔』になる！」と絶賛。
２０１９年４月より東京常設劇場「万華響-MANGEKYO-」上演
開始。
２０２０年９月、野外劇場を備える芸術村「TAOの丘」オープ
ン。劇場公演はコロナウイルスにより３班６００公演キャンセル
となるも、７月１７日より再開させ、新たな観劇方法で全国ツ
アー開催中。２０２０年度で計２７４回の公演開催を実現した。

１ 若者の中から世界で活躍できる偉大な、ロータリアン・ローターア
クター）を育てよう（より大きなインパクトをもたらす）
２ 若者にロータリーの種を蒔こう。（参加者の基盤を広げる）
３ 若者にロータリーに親しんで貰おう。
（参加者の積極的な関わりを促す）
４ 柔軟なロータリアン（及びローターアクター）を育てよう。
（適応力を高める）
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地区大会参加のお願い

１９７８年から２２年間パリコレクションに参加。
各国でファッションショーを通して国際的な文化
交流に力を入れる。
４年後の大阪万博シニアアドバイザー、文化庁
「日本博」企画委員、イタリア文化功労勲章
カヴァリエーレ章、モンブラン国際文化賞、
キューバ共和国友好勲章、２０１７年文化功労者
顕彰、２０２０年フランス政府からレジオン・ド
ヌール叙勲
東京オリンピック委員会委員
毎週日曜１７時よりＴＢＳラジオ『コシノジュン
コＭＡＳＡＣＡ』放送中

３ 地区の皆様へ

５ 最近の動き 衛星クラブ

・ 本会議 「記念講演 コシノジュンコ氏」
・ 市民２０００人の集い「ドラム ＴＡＯ公演」
「熊本・大分の物産販売」（募集）
・ ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
44

４ 地区戦略計画

２ 地区ビジョンでロータリーの行動を実行
しよう

「若者と親しみ、
ロータリーを繋ごう。」

会長・幹事ガバナー補佐会議

２０３０年７月
２０２２年５月
：規定審議会で方向決定 ：全世界で運営開始？

１ 地区ビジョン

地区ビジョン

２０２２年５月１３日（金）

２０２４年７月
：パイロット地区が運営開始？

２０２２年５月１４日（土）

（２０２１年７月～２０２４年６月）

コロナ禍でここ数年、
・青少年交換事業
・ＲＹＬＡ
・ＩＡＣ、ＲＡＣの対面式年次大会
等の事業が休止しています。
コロナ禍が落ち着いた時に、休止してきた事業が
実施できるよう堀川ＧＥと協力していきます。
２０２２年７月よりローターアクトの人頭分担金が
発生します。

６ その他 地区大会参加のお願い

ＳＲＦの今後

④ＩＴ化支援

RＩ会長が強く推進しています。
これまで行ってきたロータリーデーと基本は同じです
が、ロータリー外の方と協同開催することが特徴です。
各グループごとに地域社会の為になるプロジェクトを
立上げて実施してください。
活動の内容はクラブ若しくはガバナー補佐にお
任せします。
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