
応募
方法

左のクイズの答えをメールで送ると、正解者の中か
ら抽選で10名様に福岡名所の描かれた福博はがき
セットが当たります！どんどん応募してくださいね！

協賛：松影堂印刷株式会社
　 平川猛展（福岡平成RC）

カメラで楽々

QRコード読取で
メール画面が出ます

手島 知健
1952-54年度、日本人で3人目のRI理事

GOVERNOR’S
MONTHLY
LETTER No.10 3月号

あろうとの説に従い」（『ロータリ
ーの友』1955年2月号）友誌の
1956年9月号まで18回に渡り邦
訳を連載しました。（後半は宮脇富
ＰＤＧが引継ぎ）そしてその翌月に
初の冊子版が発行されることにな
ります。 
　また、手島氏は「四つのテスト」の
翻訳を取りまとめ、定訳をつけたことでも知られています。 

日本の
偉大な
ロータリアン

◎2019-2020年度

ロータリーは世界をつなぐ（ROTARY CONNECTS THE WORLD）
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不易流行 ～永続と変革～
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2019-2020年度 国際ロータリーのテーマ

件名に「月信3月号クイズ係」
メール本文に
①氏名、②クイズが掲載された号と
答え、③住所、④所属ロータリーク
ラブ　をお書き添えの上、
g-quiz@shoeido-print.co.jp
まで送信下さい。
締切／2020年3月31日（火）18時迄
※当選者の発表は賞品の発送を 
もって代えさせていただきます

国際ロータリー第2700地区

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1福岡朝日ビル5F
TEL.（092）481-2650　FAX.（092）481-2651
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ロータリーのこと
少しずつ学びましょう。

日本ロータリー創始者 米山梅吉について学びましょう！

問　　題

日本におけるロータリーの創始者米山梅吉翁の
生まれた年は何年でしょうか？

その年同年に生まれたロータリアンは誰でしょう？

クイズ
deロー ータリロー ータリ

①1867年　②1868年　③1869年

①ポール・ハリス　②バリー・ラシン　③イアン・H・S・ライズリー

月信担当／平川猛展　安東優介　大津直高　松原妙子　永島佳代子　
　　　　　  長柄道子　権純珍　山崎英之　吉永裕介（福岡平成RC）　
連  絡  先／松影堂印刷・ガバナー月信担当／松枝
　　　　　〒812-0041 福岡市博多区吉塚5-13-40
　　　　　TEL.（092）622-7971　FAX.（092）622-8618
　　　　　e-mail ：m.matsueda@shoeido-print.co.jp

　1949年に東京ＲＣが国際ロータリーに復帰した時の第
60区（当時は全国で1地区のみ）のガバナーが

て
手 
しま
島 
とも
知 
たけ
健氏

（東京ＲＣ会員／1885-1968）です。国際性豊かな手島氏
はその後1952-1954年度に日本人で3人目のＲＩ理事に就
任しています。 

　ところでロータリアン必携の「手続要
覧」。規定審議会の決議により3年毎に
改訂されますが、最近は2010年度版を
ピークにページ数が減り薄くなってい
るようです。その手続要覧ですが、当初
は邦訳するのに大変な苦労があったよ
うです。地区大会や地区協議会でも協
議されるなど長年の懸案事項だったの
を、この問題に道筋をつけたのが手島
氏です。「毎月1章位ずつ、ロータリーの
友に掲載し、その上で必要の訂正を加
えて、一本に纏めれば容易且つ可能で

2月号のクイズの答え
Q1.①静岡県駿東郡長泉町上土狩346-1です。
Ｑ2.②50周年です。ロータリー精神の育成、普及を目的に1969年（昭和44年）に設立されました。

訂正とお詫び

月信1月号に掲載された『月信1月号 Question1』において、正解の設定に誤りがありました。
1920年に東京ＲＣが設立、その後1921年4月1日に世界で855番目のクラブとして加盟が承認されましたので、正しくは
1921年が正解です。訂正しお詫び申し上げます。また、期限内に1月号クイズにご応募頂きました方全員に1月号賞品を
お送り致します。このたびはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 言行はこれに照らしてから

1. 真実か　どうか

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

Of the things we think, say or do

1.Is it the TRUTH?

2.Is it FAIR to all concerned?

3.Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

4.Will it be BENEFICIAL to all concerned?

四つのテスト

クイズに答えて
プレゼントを貰おう!

クイズに答えて
プレゼントを貰おう!

　２月２日に開催された「別府大分毎日マラソン」で世界新記録

となる２時間５４分２２秒という素晴らしい記録で見事優勝され

ました。（視覚障害女子記録）

　道下さんは昨年１１月に当地区第５グループの「福岡中央エ

ンジョイロータリー衛星クラブ」に入会されたロータリアンで

す。リオデジャネイロ・パラリンピックでは銀メダル、今年の東京

パラリンピックでも金メダルが期待されているトップランナー

です。これまで、ロータリーのイベント等でも講演をされていま

すのでご縁のある方々も多いことと思います。

　来るべき９月６日には皆さんで上京し、沿道で大声上げて応

援しましょう！

（今月の「切手で見るロータリー史」は休載いたします）（和）

緊急告知道下美里さん 
世界記録で優勝! 1
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　今月は今年度のマローニー RI 会長のテーマ「ロータ
リーは世界をつなぐ」について、第 2700 地区の実情
を踏まえて取り上げてみたいと思います。 
　「世界をつなぐ」ための活動としてまず思い浮かぶの
は次の 3 つでしょうか。 
(1) 姉妹クラブ提携活動 
(2) 国際奉仕活動 
(3) 留学生支援活動 
今回はこの 3 項目の内 (1) を取り上げ、(2)(3) は次月以
降掲載とさせて頂きます。 

(1) 姉妹クラブ提携活動 
　他の特定のクラブと継続して交流し、相互理解を深め
ることでクラブの発展に結びつけることを目的に「姉妹
クラブ」又は「友好クラブ」を持つクラブが多々ありま
す。今年度のテーマは「世界をつなぐ」ですから、今回
は海外のクラブとの関係に絞って話を進めます。 

　現在の 2700 地区で海外に姉妹又は友好クラブを持
つクラブ数は下の表の通りです。 （2020年1月1日現在） 

　ガバナー公式訪問でいろいろ話を伺っていると、過去
には姉妹クラブを持っていたが、その後解消してしまっ
たという事例が複数ありました。特に、韓国のクラブと
の関係で顕著です。クラブの個別の事情もあるようです
が、やはり日韓関係の悪化が背景にあるものと思われま
す。それでも、対馬 RC のように、苦難がありながらも
歴史的な結びつきから「朝鮮通信使行列」等のイベント
に積極的に関わっておられるクラブもあり、素晴らしい
活動の一例だと思います。（「ロータリーの友」2020 年
2 月号に紹介記事）民間での交流、ロータリーを通じて
の交流は「世界をつなぐ」ためにも是非必要なことであ
り、期待されるところです。 
　次は台湾です。台湾との関係は民間ベースではとても
いいようです。台湾には親日家の方々が多いことが背景
にあるようです。9 年前の 3 月 11 日に発生した「東日
本大震災」は未曽有の被害を我が国にもたらしました。
現在も被災地では復興・復旧に向けて継続して取り組ん

ロータリーは世界をつなぐ
Ⅰ 

RI第2700地区ガバナー 灘 谷  和 德
（福岡平成ロータリークラブ）

グループ 韓 国 台 湾 その他の
国 合 計 

第 1G 2 2 0 4 
第 2G 4 2 0 6 
第 3G 1 1 0 2 
第 4G 3 3 3 9 
第 5G 1 5 0 6 
第 6G 0 1 0 1
第 7G 1 1 0 2 
合計 12 15 3 30 

（注）1 クラブで複数の姉妹・友好クラブを持つところもあるため、
重複カウントもある。 

■友好国バッジ　株式会社オクトン提供
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でいるところです。 
　この東日本大震災に対し世界の 163 ヵ国・地域（外
務省 HP より）から多くの義援金をはじめ人的・物的支
援が寄せられたことは記憶に新しいところです。その中
で、義援金に関しては 2 番目に高額を寄せて頂いたの
が台湾でした。（最高額は米国です） 

　少し話がそれますが、明石元二
郎という人をご存知でしょうか。
藩校修猷館を卒業し、後に第 7 代
目の台湾総督に就いた方です。台
湾総督在任時は、台湾の人々の権
益を守る政策を実施したことで知
られ、多くの台湾の方々に感謝さ

れ尊敬されています。台湾総督府が置かれていた 50 年
間に 19 名の台湾総督が着任しましたが、その中で唯一
明石だけが彼の遺言により台湾の墓に埋葬されていま
す。これも、明石の「台湾愛」ゆえのことだと思われます。 
　このように、台湾は日本とは深い結びつきがあり、こ
れからも大切に友好関係を「つなぐ」ことが大切かと思
います。そのような中、台湾の RC と交流を深めるイベ
ント、「日台ロータリー親善会議」の第 7 回大会が日本で、
しかも当地区福岡で開催されることになりました。この
イベントは 2 年ごとに日本と台湾で相互開催されてい
ますが、「一般社団法人日台親善会議」の総裁（理事長）
を務めておられる大島英二 PG（鳥栖 RC）とのご縁で
当地開催になったものです。 
　国内の RC で台湾と姉妹・友好クラブ関係にあるクラ
ブは、把握しているだけでも 381 クラブあります。こ
れらのクラブ・地区から福岡にお迎えするため、地区の
17 クラブから出向して頂いて組織した実行委員会が活
動して参りました。今月 6 日の大会にご出席頂く皆様、
日台の交流どうぞよろしくお願い申し上げます。 
　最後に、用語の整理を致しましょう。「姉妹クラブ」
と「友好クラブ」とはどう違うのでしょうか。結論から
言えば、確固たる定義はなくイメージで使用しているよ
うです。当地区では、契約関係が明確で約束事がはっき
りしているのが「姉妹クラブ」、緩やかな交流を求める
のが「友好クラブ」と区分けしているようです。例えが

適切でないかもしれませんが、「結婚」した関係が前者
で、「結婚までは至らないがお付き合いしましょう」と
いのが後者だと私はイメージしていますがいかがでしょ
うか。ご参考までに。地区内某クラブの「姉妹クラブ締
結協定書」の一部をご紹介します。「〇〇クラブと□□
クラブとは、国際的友好を促進し国際間の相互理解を深
め、日台の親善と世界平和のため次の通り協定を締結す
る」 
　なお、他の地区では「姉妹」という言葉は、「姉（=
年上 = 主導的）」で、「妹（= 年下 = 受動的）」という印
象があり対等ではないということで、「友好」を用いる
ことにしているところもあるようです。 
　これに対し、「双子クラブ（Twin Club）」というのが
あります。これは RI の公式用語です。RI の HP から引
用しご紹介します。「双子クラブは、国際理解と親善を
深め、共同で奉仕プロジェクトに取り組むために、海外
のクラブと長期的な関係を結ぶものです」とあり、相手
クラブを選ぶ際には 
(1) 同じような関心、課題、歴史を持っていること、 
(2) 一緒に活動したことがあること、
(3) 奉仕活動を行いたいと考えている地域にあること、 
が必要とされています。なお、簡単な様式ですが「双子
クラブ提携証書」も提供されています。
 

（ご報告） 
左記「第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会」は「新
型コロナウイルス」に起因する肺炎流行拡大のため順延
することになりました。2 月 5 日時点（「実行委員会」
会議日）で一向に収束の目途が立っていないことから、
健康被害等のリスクを回避するためこの決断になった次
第です。 
　大会開催を心待ちにされておられた皆様には、この場
をお借りしてお詫び申し上げますと共に、何とぞご理解
賜りますようお願い申し上げます。 
　なお、変更後の開催日時等決まりましたらまた改めて
ご案内させて頂きます。 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
人間、優れた仕事をするためには、 自分一人でやるよりも 他人の助けを借りるほうが、 良いものが出来ると悟ったとき、その人
は偉大なる成長を遂げるのである。 

アンドリュー・カーネギー（アメリカの実業家／「鋼鉄王」） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　国際ロータリーの戦略計画には優先項目が４つあります。 

「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」そして「適応力を高める」。 
この中で「参加者の基盤を広げる」について、以下４つの目的が
掲げられています。 
• 会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する 
• ロータリーへの新しい経路を創り出す 
• ロータリーの開放性とアピール力を高める 
• インパクトとブランドに対する認知を築く 
私たちは社会奉仕・国際奉仕団体であり、社交クラブではありま
せん。 
　行動を主体とした奉仕を推進するためには、ロータリアン一人
ひとりが日頃から地域社会にネットワークを広げ、いろいろな方
とのコミュニケーションを心がけ、あらゆる機会をとらえて地域
社会のニーズを拾い上げることが大切です。 
　公益社団法人日本青年会議所福岡ブロック協議会と国際ロータ
リー第 2700 地区は、福岡を中心とする活動範囲を等しくしてお
り、また、各地域単位における交流の歴史は古く（例：宗像ＲＣ
と宗像ＪＣ、柳川ＲＣと柳川ＪＣ等）、特に地域振興（産業面、文
化面）の分野において密接なつながりがあり、相互交流の重要性
が年々高まっています。 
　それぞれが持つ人的、知的、物的資源を大きなくくりでとらえ、
それらを有効に活かすことができれば、地域社会が益々発展して
いくことは疑いのないことでもあります。 
　そのためにもまずは公益社団法人日本青年会議所福岡ブロック
協議会との間で「地域包括連携協定」を締結すべきであると考え、
合意書の調印式を 2020 年 1 月 28 日に行いました。 
　この調印式はあくまでもスタートに過ぎません。今後、ＪＣの
皆様との連携を深め、より良い地域社会の発展のため行動に移し
たく思います。そのためにはロータリアンの皆様方のご理解が不
可欠です。何卒趣旨をご理解賜り、ご協力のほどをよろしくお願
い申し上げます。 
 

公益社団法人 日本青年会議所 九州地区福岡ブロック協議会との 
包括連携 合意書調印式について 

広報・公共イメージ委員会 委員長 田 村  志 朗 （福岡東ロータリークラブ）

地域活性化包括連携に関する合意書

公益社団法人日本青年会議所九州地区福岡ブロック協議会（以下「甲」という。）、及び国際
ロータリー第 地区（以下「乙」という。）は、相互の連携を強化し、福岡県内（一部佐
賀・長崎含む）における地域の一層の活性化等に資するため、以下のとおり地域活性化包括
連携に関する合意書（以下「本合意書」という。）を締結する。

（目的）
本合意書は、甲、乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、
より一層の地域の活性化を図ることを目的とする。

（連携事項）
甲、乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し、協力する。

（１）地産地消の推進
（２）観光･文化・スポーツ振興に関すること
（３）青少年育成と教育振興に関すること
（４）子育て支援に関すること
（５）高齢者及び障がい者の支援に関すること
（６）食育・健康増進に関すること
（７）地域の安心安全に関すること
（８）地域防災・災害対策に関すること
（９）環境対策及びリサイクルに関すること
（ ）その他、地域社会活性化に関すること

（定期協議）
第３条 甲、乙は、前条各号に定める事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うも
のとする。

（守秘義務）
第４条 甲、乙は、本合意書に基づく連携に当たり、知り得た他の当事者の秘密を、当該他
の当事者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。

（本合意書の見直し）
第５条 甲、乙のいずれかが、他の全ての当事者に対して本合意書の内容の変更を申し出た
ときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。

（有効期間及び更新）
第６条 本合意書の有効期間は、本合意書締結の日から 年６月 日までとする。ただ
し、本合意書の有効期間が満了する日の 日前までに甲又は乙のいずれかから本合意書上
の他の全ての当事者に対し、書面による特段の申し出がないときは、本合意書の有効期間は、
１年間延長されるものとし、以降この例によるものとする。
２．甲、乙は、前項の定めにかかわらず、本合意書上の他の全ての当事者に対し、 日前
までに書面をもって通知することにより、いつでも本合意書を終了させることができる。

（その他）
第７条 本合意書に定めのない事項及び本合意書に定める事項に関し疑義等が生じた場合
は、甲、乙が協議してこれを定めるものとする。
本合意書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ署名又は記名押印の上、
各自その１通を保有するものとする。
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　早春の候、皆様方には奉仕活動にご尽力頂いてお
りますこと、心より感謝を申し上げる次第でござい
ます。 
　私は、ガバナーエレクトとして次年度へ向けての
準備と勉強をさせて頂いているところでございます
が、いよいよ仕上げの段階に入って参りました。そ
の最たる機会として、2020 年 1 月 19 日（日）～
25 日（土）米国：カリフォルニア州・サンディエ
ゴのホテル「マンチェスター・グランドハイアット・
サンディエゴ」で開催されました国際協議会にパー
トナーと参加させて頂きました。 
　国際協議会への参加にあたりまして、歴代の先輩
ガバナーの皆様方からの熱い激励と、柳川 RC の会
員の皆様方の温かいご支援、また、2700 地区ロー
タリアンの皆様方おひとりおひとりの力強い声援に
心より深く感謝を申し上げます。 
　2020 年の国際協議会はサンディエゴで開催され

る最後の協議会ということもあり、世界各国・各地
域から 1000 名を超える多数の GE とパートナー
の参加で、盛大で荘厳な雰囲気の下、執り行われま
した。 
　2019-2020 年度 RI 会長：マローニー氏のご支
援の下、2020-2021 年度 RI 会長：ホルガー・クナー
ク氏のリーダーシップで進められました国際協議会
は世界のロータリーの今を知る絶好の機会となり、
また、世界のロータリアンとその家族との交流を通
じて、ひとりのロータリアンとして誇りと喜びを感
じるとともに、ロータリアンとしての私の人生が豊
かな人生であることを改めて実感させて頂くことが
できました。 
　2020-2021 年度 2700 地区ガバナーとしてみな
さまおひとりおひとりへの奉仕をさらに決意し、邁
進して参りますので、引き続きご指導・ご鞭撻・ご
協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

2019-2020年度 ガバナーエレクト 古 賀  英 次
（柳川ロータリークラブ）

国際協議会出席報告 

2020-2021 年度 RI テーマ　　　　「ロータリーは機会の扉を開く」 
2020-2021 年度 RI 会長 ホルガー・クナーク（ドイツ）

　 　　　　　 日本のロータリー 100 周年
　　　　　　「新しいロータリーは機会の扉を開く」 2020-2021 年 2700 地区テーマ
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　第 4 グループの IM を、令和 2 年 1 月 25 日（土）
午後 1 時 30 分より福岡ファッションビルで、宗像
RC のホストの下、テーマを「人の和そしてロータ
リーの輪」として開催致しました。 
　当日は、灘谷和德ガバナーはじめ多くの御来賓の
皆様、そして第 4 グループのロータリアンの方々
に多数参加して頂き感謝申し上げます。 
　第一部基調講演では、宗像大社宮司葦津敬之様よ
り「常若」の演題でご講演を頂きました。 
　世界文化遺産「神宿る島」沖ノ島の古代遺産 8
万点の国宝のほとんどが、大和朝廷からの献上物
だったことなど。その他宗像の自然環境について苦
慮していること、その一つがプラスチックゴミの漂
着であり、海岸清掃を定期的に行っていること、そ
して常若とは自然循環の中で常に生命が生まれ変わ
り命が永遠に繋がっていく社会を目指すことだと講
話されました。 
　第二部では「ロータリーの楽しみ方」のテーマで
お二人よりご講話をいただきました。 
　吉田知弘氏（第 2700 地区米山記念奨学委員会

委員長）は、「中途半端」なロータリアンからのメッ
セージと題して、入会年数が浅い会員の方はロータ
リーの目的が、理念だけでは分かりづらいのではな
いかとの観点より、地区委員長としての活動によっ
て培われた体験を講話して頂きました。
　林寛之氏（第 2700 地区 2018 ～ 2019 年度イ
ンターアクト委員会委員長）は、全国インターアク
ト研究会（福岡で開催）の準備から開催までの人と
の出会いと関わりの体験を話され、「出会いは成長
に繋がります」と伝えられました。 
　今回の IM は入会 3 年未満の会員の皆さんにも
ロータリーの素晴らしさを知って頂きたいとの願い
から、ホストクラブが準備に心を配りました。 
　最後に、次年度 IM 開催クラブ博多イブニング
ロータリークラブの古賀修二次年度ガバナー補佐へ
の引き継ぎ式を行い、閉会と致しました。 
　懇親会では多くの皆様のご参加を頂き、終始和や
かなうちに終える事ができました。 
　誠に有難うございました。 

第 4 グループガバナー補佐 ( 宗像ロータリークラブ )合 屋  猛 敏

令和 2 年 1月 25 日（土）開催

第 4 グループ IM 報告


