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次回（８月 ２日）の例会は、 
 

  原田・光應前会長慰労会＆ 

合同家庭集会 

        時間   １８：３０～ 

    場所   リーガトップ 

 

 

       

 

 

 

 

例会日   月曜日 12:30～１３：３０ 
例会場   リーガロイヤルホテル小倉 
事務所   小倉北区堺町1-2-16-3F 

ＴＥＬ    ０９３－５３１－４０１５ 

ＦＡＸ    ０９３－５３１－１０２２ 
   

 会長の時間（７月１９日  １２３５回 例会記録）     白石会長       
 

出席報告  ７月１９日 

 

 

在籍会員数 ３８名 

義務出席者 ３７名 

ゲスト    ４名 

ビジター        ０名 

本日出席数   ３２名 

本日出席率  86.48% 

前々回修正出席率 91.67％ 

２０２１～２０２２年度 

小倉中央ロータリークラブ週報 

第１２３６回  本日の例会              ７月２６日(月) 
        

本日の卓話     クラブフォーラム 

～創立 30周年記念事業について～ 

        

京都の祭りは 5月の葵祭・7月いっぱいある祇園祭・10月の時代祭

りが有名です。祇園祭は今年もコロナで中止。祇園祭は、八坂神社の

祭礼です。山鉾がそれぞれにペルシャ・インドやベルギーやと国宝級のタペ

ストリーで飾り立てて、巡行するにはすばらしく、また方向舵のない山鉾

を、青竹を敷き詰め水をまき、辻を曲がる辻回しも見事です。中でも長

刀鉾はたった 1基今でも生身の稚児(生稚児）が載っています。 

このお稚児さんは、長刀鉾の町内から、10歳前後の男の子が選ばれ

ます。祭りの期間神様の使いになるわけですから、だれでもがなれません。

まず家に神事のための床の間があることから、祭りの期間中の一行すべて

の食事代・タクシー代・各所への心づけ・家来役の 2人の禿の費用を含

めると 2000万ともいわれる費用を出せることまで。故に、行事に協力的

な資産家の家に集中し、稚児の親も数十年前に、兄弟も数年置いてと

いうことになるが、最近は町内外の資産家が町内の代表と養子縁組をし

てこの役をすることもあるようです。 

尚、この稚児は神の使いなので食事も他の者とは別の火で作り、一切

母親も含め女性に手は借ることは許されず、人前では地面を歩かない。

期間中は学校も休みがちとなる。男性（剛力）が肩に乗せ、町家の 2

階の欄干からかけた梯子を、狩衣・烏帽子の正五位・10万石の大名姿

の稚児が鉾に乗り移るシーンは歌舞伎の場面のようです。また、飛騨高

山のカラクリ人形の山鉾も見ごたえがあります。これもおすすめです。 

 

 

                                             

 ７月のお誕生日

     5日  梶原 謙吾会員 

      ５日  森 隆二会員 

    ２６日  羽地 良一会員 

 

3日(土）   ｲﾝﾀｰｱｸﾄ地区研修会 

5日(月)    定例理事会 

 10日(土)   山歩き同好会 

14日(水)    二水会 

22日(木・祝) IA指導者講習会 

 24日(土)  米山委員長会議 

 25日(日)  RLI研修会 
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１．先週のクラブ協議会では、各委員長の皆さま ありがとうござい 

ました。 

２．本日、例会終了後、貫ガバナーとの記念撮影がありますので 

よろしくお願いします。 

３．皆様に FAX でご案内をしておりますが、8月 2日(月)は、 

昼間の例会を振り替えて、原田・光應前会長慰労会＆合 

同家庭集会を開催します。 

2020年（原田年度）1月にアートクレフで開催した新年 

夜間例会以来の夜間例会です。 

まん延防止措置は、解除されましたが、感染防止対策を 

十分にとったうえで、開催します。どうぞ皆様、ご出席をお願 

いします。なお、定例理事会は、18:00 よりリーガトップにて 

行います。 

４．来週 26日の卓話の時間は、クラブフォーラムとなっております。 

30周年記念事業に向けての意見交換の時間です。 

小倉中央らしい記念事業のアイデアを出し合っていただきたい 

と思います。26日、例会終了後に、30周年実行委員会を 

開催します。実行委員会のメンバー（部会長、委員長、会 

計、会計監査）の皆様は、よろしくお願いします。 

 

 

貫ガバナー・川原・占部地区幹事―ガバナー公式訪問でお伺いし 

ました。よろしくお願い致します。 

第２グループガバナー補佐 白神 勲様― 

本日は大変お世話になります。どうぞよろしくお願い致しま 

す。 

白石・芳賀・北垣会員―貫ガバナー、白神ガバナー補佐、そして地 

区副幹事の皆さまようこそお越しくださいました。 

本日はどうぞよろしくお願い致します。 

林田・古川会員―貫ガバナー、白神ガバナー補佐、川原地区副 

幹事、占部地区副幹事、本日は宜しくお願い致します。 

安部会員―貫ガバナーようこそお越しくださいました。久しぶりの北 

九州。黒崎でないのが残念ですが楽しんでください。 

豊川会員―貫ガバナー、ようこそいらっしゃって下さいました。 

よろしくご指導下さい。ありがとうございます。 

梶原会員―昨日、職域接種でコロナのワクチンを打ちましたら、 

        今朝 4時頃から、発熱と腕の痛みの副反応がせてし 

まいました。すぐに解熱剤を飲、少し下がりましたが、 

8時半の時点で 38度 3分あり、体がだるくて動くの 

がつらいです。腕も痛みが強くて、なかなか動かせませ 

ん。本日はガバナー公式訪問の日にこんなことになっ 

て申し訳ありません。 

 二水会よりー7/14(水)猛暑の中、小倉カンツリーにて二水会やり 

ました。全員帰還できたのでニコニコです。 

 （安木 長戸 狩野 森本） 

合計  3７，０００円 

    

 

みなさん今日は。２７００地区ガバナーの貫でございます。まず

は簡単に自己紹介をさせていただきます。 

生れは北九州市八幡西区黒崎でございます。Ｓ２０年１月生

れの戦中派でございます。黒崎小、黒崎中、八幡中央高校を経

て、九大経済学部卒業後、九州電力に入社し、平成初期のこれ

までも今後もないであろう電力花の時代と、東日本大震災後の原

子力が停止し、料金値上げも十分には許されず債務超過寸前ま

で追い詰められた苦難の時代を経て、２０１８年に会長を退任

し、現在相談役として毎日本社に出勤しているところであります。 

ロータリー歴につきましては、九電八幡営業所長時代に八幡中

央ロータリーで１年、鹿児島支店長時代に鹿児島ロータリーで４

年、九電役員、相談役として福岡南ロータリーに１２年の計１７

年であります。 

そしてこの１年間は、ガバナーエレクトとして５大会議と２月のｗ

ｅｂによる１１日にわたる国際会議を、地区委員会やガバナー支

援室の皆様のご支援のもと、なんとかクリアして参ったところでござい

ます。これからの一年間は、皆様方と共に１つ１つ活動を積み重ね

て参りたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

先ほど白石会長さんと芳賀幹事さんから、小倉中央ロータリークラ

ブの現況についてお話を伺いました。平成４年３月１４日創立、

今期で３０周年を迎える大変若いクラブで、女性会員９名を含む

４２名で創立ということで、しかも２７００地区で女性ロータリアン

が実現した初めてのクラブということであります。さらに加えて、平成１

４年には２７００地区で初の女性会長が当クラブから誕生し、ま

幹事報告                       芳賀幹事 

 

ニコニコ献金報告                         

                累計  ７７，０００円 

卓話の時間                         

 国際ロータリー第 2700地区 

      ガバナー   貫 正義氏 
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た２７００地区の初の女性ガバナー補佐も当クラブから輩出したと

いうことであります。現在会員３８名のうち１２名が女性というのも

なるほどと納得ができるところであります。女性の参加拡大が強く求

められている現状において、１歩も２歩も先を進んだクラブと思いま

す。ちなみに私共の福岡南クラブは女性会員はまだ０名でございま

す。私は大変残念に思っています。 

さてＲＩ会長テーマと活動目標、そして２７００地区テーマと

活動目標につきましては唯今ＤＶＤで示したとおりでありますが、こ

れを受けた小倉中央ロータリークラブのテーマは、「立ち返りそして前

に」ということでありますが、これは３０周年を迎え、気持ちを新たに

前に進もうという大変力強いテーマであり、私自身大変心強く受け

止めているところであります。 

また活動目標については、会員増強目標についてはコロナ禍等

大変厳しい状況の中、会員増は必ず２名増の４０名、最終的に

は５名の増強を視野に入れるという積極的な決断をしていただきま

した。誠にありがとうございます。また、新入会員育成案に加え、クラ

ブ活性化の一環として、例会時の１分間何でもスピーチや、例会

後３０分に会員の得意分野を生かした「知りたい会」等の開催は

大変素晴らしい企画と思います。 

また、ロータリー奉仕デーにつきましても、第２グループ合同イベン

トである北九州市内のＪＲ駅前早朝清掃に他団体ともども参加

し、イベント成功に寄与するということであり、白神ガバナー補佐のリ

ーダーシップのもと、インパクトある奉仕デーとなることを期待しており

ます。 

また、平均年齢が若いことと関連があるかもしれませんが、ＭｙＲ

ｏｔａｒｙの登録会員は３８名中３３名と高く、早く１００％

にしていただければと思います。 

また、今年度の重点目標であるヒューストンでの国際大会や、韓

国での会長主催会議への出席についてもよろしくお願い申し上げま

す。 

小倉中央ロータリークラブとして今年度掲げられた目標のうち、一

番難しいのは会員増強であろうと思います。地域社会・経済が停滞

し、企業数が増えない中、増員は極めて難しいと考えますが、ロータ

リーはこれまで会員とするための規制が厳しく、入会したくてもできな

いという面もあったように思います。職業分類について、ロータリー情

報ハンドブックによれば、「ロータリーでは、職業分類は国によって異

なるため、正式な分類リストは作成していない。職業分類を調査す

る目的は不足している分野の新会員を探し、多様な専門知識やス

キルを集めるためである。また一般原則として、クラブにおける会員身

分は、個人的な会員であって、所属する法人企業としての身分では

ない」としています。以上によれば、同じ会社の役員であっても、社

内での職種が異なれば入会は差支えない、ということになります。 

また、２０１９年の規定審議会で職業分類の規制が廃止された

ことも重要なポイントです。即ち、これまでの規制、会員５０名のク

ラブは同一職業分類会員は５名まで、会員５１名以上のクラブで

は正会員の１０％まで、としている規定を削除する。つまり、同じ職

種の会員が何人いても良いというロータリーの規定の変更も踏まえ

た、会員増強計画を立てていただければと考えます。 

小倉中央ロータリークラブは、大変しっかりした活動を積み重ねて

おられますが、ただ現在、国際ロータリーの国際戦略が変化してきて

おります。ロータリー情報ハンドブックの解説によれば、「ロータリーの

活動の中心が、ポリオ根絶の成功体験により変化したということで

す。即ち、ロータリーがもっと影響力を高め、変化に向けて走り出すと

いう新しいビジョンが求められたということです。そしてロータリアンをは

じめ、約８万人の人々のアンケート調査結果から導き出されたの

が、先ほどのＤＶＤにありました２０１７年のビジョン声明であり、

２０１８年の４つの優先事項ということであります。このビジョン声

明により、ロータリアンは「世界を変える行動人」として走り出したわけ

であります。即ちロータリーは、親睦と奉仕に加え、「世界を変える行

動人」であるべきことを宣言したわけであります。そしてこの変化が、ロ

ーターアクトの活用強化や未来形成委員会における国際ロータリー

の大幅な組織変更につながってきたものと考えます。 

国際組織の変更内容は、世界５４０地区、５４０名のガバナ

ー体制を廃止し、２８の地域と２８名のカウンシルとして、日本に

ついては現在の３４地区を１地域に、国際ロータリーの役員である

ガバナー３４名が１名のカウンシルになるという変更です。 

組織変更の理由は４つの行動計画達成のために必要な機敏な

ガバナンス構造確立のため、即ち「世界を変える行動人」としての活

動促進のため、指示命令系統を単純化するということのようです。 

以上の変化に対し、日本のロータリーとしてどう対応していくかがこれ

からの我々の大きな課題であるわけです。 

これに関しましては、日本のロータリー１００周年実行委員会の

下部組織であるビジョン策定委員会におきまして、２０１６年から

５カ年かけてビジョンレポートをとりまとめ、７月６日付で全３４地

区へ送付されました。２７００地区においては、準備出来次第全

６１クラブへレポートを送付します。 

このレポートは、２０１７年と２０１９年の２回の日本全クラ

ブを対象としたアンケート結果等に基づいてまとめられたもので、「１

００周年を迎えた日本のロータリーが奉仕の第２世紀、即ち次の

１００年に進むべき方向性を提言するもの」ということであり、８つ
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の視点から２２の提言を行っております。ビジョン策定委員会として

は、この２２の提言について各地区としての意見、賛同できる部分

と出来ない部分、レポートにない部分への新たな提案を、加えて各

クラブからの意見についても要点をとりまとめ、本年１２月２０日ま

でに報告するよう求めております。 

当２７００地区においても、このビジョンについてしっかりと内容を

吟味の上対応して参りたいと考えておりますので、小倉中央ロータリ

ークラブからも忌憚のないご意見をお願いしたいと思います。 

ご参考のため、８つの視点についてご紹介しますと、 

視点１日本のロータリークラブを元気にするには何が必要か 

視点２クラブは会員にどんな価値を提供できるか 

視点３ロータリークラブの地域社会における存在価値はどうすれば

高まるか 

視点４日本の地区を元気にするには何が必要か 

視点５日本のロータリーは、世界的ネットワークの一員としてＲＩや

世界に対してどのような貢献ができるか 

視点６ロータリーの行動を支える変わらぬ理念や価値観とは何か 

視点７日本のロータリーの現状をどのように継続的に把握し改善し

てゆくか。また、１００年間に蓄積されたロータリアンの英知をどのよ

うに共有・継承してゆくか 

視点８民主的なロータリーであり続けるために何が必要か 

以上の８つの視点から、２２の提言をとりまとめているわけでありま

す。国際ロータリー活動は、現在、大きな転機がきており、日本のロ

ータリーがこれをどう乗りきるかが我々の重要な課題となっておりま

す。今回の２２の提案は必ずしもベストではありません。我々地

区、クラブともしっかりと対応していかなければならないと考えます。 

話は変わりますが、ロータリアンの基本理念である奉仕活動につい

て、現在私にとって課題となっていることがあります。それは、ロータリ

ー活動の基盤となる職業奉仕についてであります。職業奉仕の原

点は、４つのテストと言われています。後にＲＩ会長になったハーバ

ート・テーラー氏が、自分の会社の従業員に徹底して４つのテストを

守らせた結果、会社が立てなおったということです。 

そしてこの４つのテストの版権を後にロータリーに譲渡したということ

のようです。職業奉仕の原点は、４つのテストであるということのよう

です。しかしながら、近年企業経営におけるコンプライアンス、職業

倫理は極めて厳しく、また一般的となっており、職業における４つの

テストの厳守は、企業人としてはあたりまえのものとなっております。ロ

ータリーにおいて、職業奉仕として何を追求し、世の中に何をアピー

ルしていくべきか、インパクトある職業奉仕とは何かが分かりにくくなっ

ています。職業奉仕がロータリー活動の基本であるだけに、我々自

身としても明確にしていかなければならないテーマという風に考えてい

ます。また、元気で楽しいクラブを維持し、会員基盤の維持強化を

図ること、まずはこれが出来なければ「世界を変える行動人」とはな

れません。地域の経済社会は、コロナ禍でかなりダメージを受けてお

り、また、今後、２０５０年カーボンニュートラルに向けて日本全体

の経済社会が大きな負担をかぶらなければならないことも予想され、

中長期的には日本において会員基盤の維持さえも難しくなる可能

性があります。 

カーボンニュートラルという政策の重さについてはまだ日本国民は

実感していないと思います。少し話をさせていただきますと、エネルギ

ーをカーボンニュートラル化する方策については、現在日本では２

６％程度の電化率、即ち最終消費エネルギーのうち電気が占める

割合を５０％以上に高め、残りは水素エネルギーというのが基本的

考え方となっています。電気は再生エネルギーと当面は原子力が中

心となり、石炭、ＬＮＧ等ＣＯ２を発生する電源の使用は縮小さ

れます。一方、電化率が倍になり、火力電源が使えなければ、たと

え経済成長がないとしても電力不足となるのは避けられません。また

再生可能エネルギーの増によりＦＩＴの賦課金が上昇し、加えて

特に夜間の電力不足による電気料金高騰を避けるのも難しく、また

その対応策もまだ示されていないというのが現状です。 

現在日本では太陽光等のＦＩＴの賦課金はｋＷｈあたり３

円ですが、ドイツではすでに１５円／ｋＷｈと日本の５倍、従って

家庭用電気料金はドイツでは日本の２倍になっていることを知る人

は少ないようです。電力不足による電気料金高騰は、今年１月に

発生し、今年の夏、冬も心配されています。電力需要が増加せず、

火力発電が動いている現在においてもこの状況であり、電力の安定

供給確保は増々難しい課題となってきます。 

以上、色々と申し上げましたが、小倉中央ロータリークラブの皆様

方におかれましては、白石会長のもと、ここまでの３０年間の活動を

踏まえ、１歩ずつ着実に実績を積み重ねていっていただきたいと思

います。 

最後になりますが、来年３月１８日のクラブ創立３０周年記念

式典が大成功となりますことを心から祈念申し上げたいと思います。

本日は公式訪問ということで貴重な時間を創っていただき誠に有難

うございました。   

 

 

 

 

 


