
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」「四つのテスト」 ◇会長挨拶     ◇幹事報告  

◇委員会報告 4/5ポリオ根絶チャリティーコンサートについて［田中会員］⇒      

◇卓話  成田栄二会員 『今後の国際ロータリーの方向性について』    
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60代会長 澤邑 重夫 

第 60代幹事 杉本 剛昭 

2020 年 1 月 23 日（木） 第２８８２回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 27 

＝本日の例会行事＝ 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より    

＊青少年交換 交換学生オリエンテーションのご案内 

 ◉２/１（土） オリエンテーション…１４：３０～１６：３０  派遣候

補生・保護者向け相談会…１６：３０～１７：００ 

 ◉藤沢駅南口 第一相澤ビル ６階 

＊「社会奉仕」卓話者派遣について（お知らせ）   

◉２/２７（木） ◉山本泰然様 （社会奉仕委員・茅ヶ崎中央 RC） 

◎委員会報告 

ポリオ根絶チャリティーコンサートについて［田中会員］：日程

等の確認 

 
スマイル報告 細井年春会員 

澤邑重夫君 成田さん、卓話よろしくお願いいたします。今

週は月曜日から 4 日連続でロータリークラブ例会に出席し

ています。それぞれ特色があってとても楽しいです。 

杉本剛昭君 ＩＭキャンペーンへおでかけの皆さま、お疲れ

さまでした。成田さん、卓話楽しみにしております。よろし

くお願いいたします。 

伊藤留治君 成田さん、卓話楽しみに拝聴させていただきま

す。よろしくお願いします。 

成田栄二君 本日卓話です。興味深い話をできるよう努力し

ます。  

和田幸男君 2/15 のＩＭをよろしくお願い致します。成田

さん、卓話お疲れ様です。 

大森久巳男君 成田栄二会員、卓話楽しみです。勉強させて

いただきます。 

中山冨貴子君 本格的な寒さとなってまいりました。成田さ

ん、卓話勉強させて頂きます。 

 

吉田恵子君 冬の日になってように寒いですね。成田さん、

卓話よろしくお願いします。勉強させていただきます。 

大箭剛久君 今週は月曜から水曜までＩＭキャラバンで寒

川・綾瀬・綾瀬春日におじゃましてきました。今日の例会を

含めて 4 日連チャンです。明日はどこの例会に行こうかな？ 

水嶋 聡君 明けましてから新年会が続いております。本日

も夕方より新年会です。風邪がはやっているようですので、

皆様もお気を付けください。皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 成田さん、卓話よろしくお願い致します。本日

の例会前計量 89kgでした。ズボンのウェストがだいぶ余裕

が出来ました。年末年始の会合続きで苦しみましたが、いよ

いよ念願の 80 キロ台です！次月からは中山さんにも御協力

頂きウォーキングも再開させて頂きます。 

木村信一君 成田さん、卓話楽しみです。 

橋本正一君 10 日ほど前に髪の毛をバッサリ切ったら、や

っぱり風邪を引きました。みなさん髪の毛を短くするのは夏

にしましょうね。 

田中賢三君 ポリオ根絶チャリティーコンサートチラシが

配布されていますが、友人・御家族を含めて大勢の御参加を

おねがいしのす。今日 1:30 より花火実行委員会のため早退

させていただきます。 

小澤雅彦君 成田さん、卓話楽しみにしております。昨日は

ＩＭキャラバンで澤邑会長・木村信一会員と茅ヶ崎湘南 RC

へ行って参りました。例会後、澤邑会長と親睦を深めてきた

のは言うまでもありません。 

木村邦佑君 大寒。皆様お風邪など召さぬ様に。成田さん、

卓話宜しくお願いします。 

石田貴一君 申し訳ございません。本日早退させていただき

ます。 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１／２３ ２８８２ ４２ ３８ ３６ １ １ ９７．３７％  

１／９ ２８８０ ４２ ３６＋４ ３５ ２＋１ ２ ９２．５０％ ９５．０％ 

 

出席報告 小八木隆男会員 

安武 勝君 成田さん、卓話よろしくお願い致します。新年

会も 21 日で終了です。正月明けて 3 日に一度の頻度で行っ

ていたおかげで体重がどんどん増えました。これからダイエ

ットがんばるぞー。 

伊藤和明君 蔵王のケーブルカーに乗ったら 9 割中国人で

した。少し心配です。 

小八木隆男君 成田さん、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。勉強させて頂きます。 

熊澤孝之君 寒い日が続きそうです。皆様風邪などひかない

様に。おからだご自愛下さい。成田さん、卓話よろしくお願

いします。 

野中範郎君 寒くなり、カゼをひいています。 

［本日 22 件、26,000 円です］ 

卓話『今後の国際ロータリーの方向性について』 

成田栄二会員  

 前回の COL（規定審議会）では柔軟性が話題になりまし

たが、今回は何が一番印象に残ったでしょうか？私は、もし

かしたら前回決まった柔軟性について取消を求める発議が

なされるのでは？と期待していましたが、実際に立法案と

して提出されたそうですが、RI から撤回を求められ、議題

としては取り上げられなかったようです。「ロータリーの

友」6 月号や、地区の報告会でも、柔軟性の時のようなロー

タリアンの関心を集める採択案が無かったかのように言わ

れておりましたが、今回の COL では水面下でここ 10 数年

来続く、改革の嵐が未だ終わらない、むしろ加速化してとい

う印象を受ける制定案が可決されていると感じています。

以下、RI 理事会より提案された代表的な採択案 3 件を、私

なりに分析して、今後の RI の方向性を考えてみたいと思い

ます。 

19-66 RI 細則から機関雑誌の名称を削除する件 

 「ザ・ロータリアン」を機関雑誌から外すという内容であ

り、これまでロータリアンの３大義務とされてきた「会費納

入」「例会出席」「雑誌購読」のうち、これで２つがなし崩し

的に消えてゆくことになるのだと考えます。19-67・68 では

南アフリカ・スウェーデン・ニュージーランドといった国か

ら雑誌の購読を義務化するのはやめてもらいたいという案

も出ており、ロータリー雑誌の終りの始まりではないかと

思います。 

19-72 ローターアクトクラブが RI 加盟を求められるこ

とを明確にする件 

これもまったく何故こんなことをするのか分かりませ

ん。今回の COL で RI が採択に執念を燃やしたと言われて

いる案件です。1 回否決されたものを翌日に修正して提出し

て可決されました。否決後翌日の採決まで RI がかなりのロ

ビー活動をしたとの噂もあります。もともと、ローターアク

トはロータリーが作った組織でロータリーとは別の目的が

あっ 

卓話の成田会員と意見陳述をした加藤・杉

本行廣・富田の各会員 

あったはずです。確かに基本的な方向は同じですが別組織で

す。「ロータリーの友」6 月号では 1 ページを割いてこのこと

の質疑応答を載せていますが、何回読んでも別に今のままで

不都合があるとは思えません。こんなことが通るのであれ

ば、ソロプチミストや青年会議所、或はライオンズとの合併

もありだということになりませんか？ロータリーの生きる

道がそこにしかないのであれば仕方ありませんが、設立の精

神をもう一度考えるときに来ているのではないかと思いま

す。 

19-117 RI 理事会にRI の課税上の地位を変更するための

適切な措置を講じることを許可する件 

昨年以前から RI の理事会並びに財団管理委員会で会合の

度に議題となっていたこの制定案ですが、一読しただけでは

何のことかわかる人はいないと思います。10 年くらい前に

なりますが、ビルゲイツ財団がロータリー財団(TRF)に寄付

を申し出た時のことを思い出してください。あの時何故あの

ような条件を出したのか、理解できていた人は少ないのでは

ないでしょうか。今の税法上の区分の団体では、一人の人間

や一つの団体から無条件で寄付を受け取ることが出来ない

のです。だから、ゲイツ財団とは、ロータリーが 100 集めた

ら、ゲイツ財団が 200 出すというような形で寄付を受け取っ

ているのです。 

今後ポリオ根絶の後に何に取り組むかなどの議論がすで

にありますが、それに備えてもっと多額の寄付を受け取れる

団体になりたいというのが本来の目的と推測します。要する

に、今はロータリアンからの寄付がメインですが、今後はロ

ータリアン以外からの寄付を積極的に受け取れるようにす

るということで、簡単に言うと、財布を 2 つ持つことになる

と言うことです。いつそのような話が来ても対応出来るよう

に、すでに RIH と言う団体（国際ロータリーホールディン

グス“Rotary International Holdings”）も用意しています。

次回の COL では RI と RIH の合併に話も出ることと思いま

す。合併後は RI と名乗るそうですから、今の RI と合併後の

RI を間違えないように気を付けねばなりません。しかしな

がら、TRF の正式名称は、「国際ロータリーのためのロータ

リー財団」ですが、国際ロータリーの中身が変わってしまっ

ては、財団の存在意味も変わってくるのでは、と心配です。 


