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新 年 度 に 向 けて
西島 英利（小倉南 ロータリークラブ）

国際ロータリー第２７００地区 2022-2023年度方針

RI第2700地区 ガバナー

2022-2023年度
第2700地区

ガバナーメッセージロータリー、継続活動と変化
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テーマ ‒ Imagine Rotary ‒
イマジン  ロータリー
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RI会長からのＤＥＩ推進
についてのお願い

ロータリー会員の皆さま

　ロータリーでは、多様性、公平さ、インクルージョ
ンを重視しています。各個人がどのような人で誰を大
切に思っているが、信仰や障害の有無、文化や出身
国の違いといったことは重要ではありません。重要
なのは、地域社会とのつながりを強め、持続的な変
化を生み出すために行動しようとすることです。

　ロータリーは、ＤＥＩタスクフォースからの意見を
基に、多様性、公平さ、インクルージョンに対する取
り組みを強化しました。その帰結として、個 の々貢献
を尊重し、公平さを高め、すべての人が大切にされて
いると感じられるインクルーシブな文化を創出する
ための手段である、ＤＥＩの重要性がますます高まっ
ています。ＤＥＩは単なる推進される行動指針ではあ
りません。ロータリーが現在および将来にわたり、
有意義なリーダーシップ、ネットワークづくり、奉仕
活動の機会を実現するために必要な指針です。

2022-23 年度を通じて、ロータリーのすべての会員
が、個人、クラブ、地区として、多様性、公平さ、インク
ルージョンへの取り組みを実践することを推奨しま
す。次のように、私たちがそれぞれの役割を果たすこ
とで、ＤＥＩを推進できます。

1.　ロータリーにおけるＤＥＩについて詳しく学ぶ

2.　自分のクラブや地域にとってＤＥＩが重要である
理由と、これらの原則を取り入れることがクラブ
の成長と発展にどのように役立つかを理解する

3.　ＤＥＩについての認識を高め、理解を深める

4.　クラブ内や地域社会内でＤＥＩに関する行動を
起こす

ジェニファー E. ジョーンズ

2022-2023年度
RI会長
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　７月１日から２７００地区のガバナーになりました、
小倉南ロータリークラブの西島英利です。地区ガ
バナーとしては、小倉南ロータリークラブからは初
めてですのでいろいろとわからないことが多く、皆
様方には大変ご迷惑をかけることになりますが、
一生懸命やりますので宜しくお願い致します。

　２０２２-２３年度の国際ロータリーの会長であり
ます、ジェニファー Ｅ．ジョーンズさんは国際ロータ
リー創立以来の女性会長ですが、お話の内容はと
てもしっかりしており、素晴らしい考え方を持った
方だと思います。

　ウィンザーにある、　M e d i a 　 S t r e e t  
Productions Inc.の創立者兼社長を勤められ、
ウィンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス
地域商工会議所の会頭も務められた他、その奉
仕活動が称えられ、 ＹＭＣＡ Peace Medallion, 
Queen’s Diamond Jubilee Medal を受勲し、
カナダ人初のウェイン州立大学 Peacemaker of 
the year Award を受賞されました。

　今回、ジェニファー Ｅ．ジョーンズ会長はロータリ
ーの「多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）に関
する声明」の重要性を改めて会員の皆様に理解し
てもらおうと主張しています。ところで多様性、公
平さ、インクルージョン（ＤＥＩ）とは、Diversity（多様
性）、Equity（公平さ）、Inclusion（インクルージョン、
包括性）のことであります。多様性とは年齢・民族・
人種・肌の色・能力・宗教・社会経済的地位・文化・
性別・性的思考・性自認への言及に関わらず、あら
ゆる背景、経験、アイデンティティを持つ人がいる
ことです。公平さとは、参加者が快適かつ生産的な
体験ができるよう、様々なレベルの支援、機会、リ
ソースを提供する方法について慎重に検討するこ
とです。そしてインクルージョンとは全ての人が歓
迎され、尊重され、大切にされる経験を創造する
ことです。ＤＥＩに関する国際ロータリーのコミットメ
ント声明は、ロータリーは全ての人と尊厳と尊重
をもって接し、あらゆる人の声に耳を傾けられるよ
うにし、親睦・奉仕・リーダーシップの公平な機会
を設けることに力を注いでいます。（２０１９年国際
ロータリー理事会）また、２０２１年のＲＩ理事会にて、
ＤＥＩに関するコミットメント声明をさらに強化し、
「ＤＥＩ行動規範」を承認しました。そしてジェニファ
ー Ｅ．ジョーンズ会長はメッセージとして、「ロータ
リーの中核的価値観（奉仕・親睦・多様性・高潔
性・リーダーシップ）は全ての人にとって「多様性、
公平さ、包括性のある環境を育む」と述べられ、
「ロータリーの会員基盤を向上させ、よりインパク
トを高めるために、より以上にＤＥＩに力を注ぐ」こ
とを打ち出されました。２７００地区としては、会員
基盤向上委員会でＤＥＩをシフトアップするために、
会員基盤向上委員会とさらにクラブ運営委員会
を新設し、クラブ運営委員会の中にＤＥＩ推進チー
ムを設置し、より以上のＤＥＩの理解に繋げようと思
います。そしてより良いクラブ運営のために支援い
たします。

　ところで、もうひとつＤＸ推進委員会ができまし
た。この委員会は、２０２３年の４月・５月・６月の月刊
書をモデル的にデジタル化して、２０２３年７月から
は本格的にデジタル化するために検討する委員
会です。 ＤＸ（Digi ta l  Transformat ion）と
は進化したＩＴ技術を浸透させることで、人々の生
活をより良いものへと変革させるという概念のこ
とです。国際ロータリー第２７００地区におけるＤＸ
推進委員会の目的と役割ですが、ロータリークラ
ブが外部環境の激しい変化に対応し、データとデ
ジタル技術を活用して、会員や社会（国内、国際社
会）のニューズ及び課題を基に、奉仕活動のあり
方、やり方、組織、プロセス、クラブの文化、国土を
ダイナミックに変化していくことです。ＤＸ推進委員
会における判断基準として、

　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

以上全ての４つのテストに照らし合わせます。実施
事項は３年計画で３つのステップで進めます。まず１
年目は、デジタイゼーションとしてアナログデータ
をデジタル形式に変換し、コンピューターで扱える
ようにします。２年目はデジタライゼーションとして、
デジタル技術改善やデータを活用することで、ビ
ジネスフローやビジネスモデル、プロセスなどを改
善、改革していくことです。３年目はデジタルトラン
スフォーメーションとしてデジタル技術を活用して
業務・組織・プロセス・企業文化・風土を変革し、競
争優位性を確立することです。補足として、ロータ
リーがＤＸに取り組むべき理由として、１番目は国
際社会における競争力の激化です。近年あらゆる
場面において、既存モデルの破壊と再構築が活発
化しています。国際社会の急速な変化に柔軟に対

応するためには、既存のシステムに固執せずＤＸ推
進に取り組み、奉仕活動分野における競争力の
強化に努める必要があります。２番目はレガシー
システムからの脱却です。レガシーシステムとは、
老朽化・複雑化・ブラックボックス化してしまった
既存のシステムのことを指します。レガシーシステ
ムを放置しますと、システムの運用・保存などに多
くのコストや人的リソースが費やされるため新た
なデジタル技術への投資が困難になります。３番
目は変化するニーズへの対応です。消費者のニー
ズや活動の変化を敏感に察知し、それらを奉仕活
動へと活かしていくためには、データとＩＴ技術を駆
使したＤＸの推進に取り組むことが必要不可欠だ
と言えます。４番目は事業継続性の確保です。天災
や地震などの自然災害の影響が多い日本の企業
においては、事業継続性の確保はなおさら重要で
す。以上の委員会を含め、他の委員会についても
各々が検討していただき、必要なご指示をいただ
いて、１年間すすめて行きたいと思います。１年間宜
しくお願い致します。

（小倉南 RC）
西 島  英 利
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　この度、第2700地区のガバナーノミニーに
就任いたしました第6グループ小郡ロータリー
クラブの野﨑 千尋でございます。ロータリアン
の皆様方におかれましては漸く収束の兆しを
見せつつありますが、2年半の新型コロナウィ
ルス感染症の対応にご尽力されて、ご家族や職
員の健康を守る不断の取り組みをされておら
れる事と思います。ロシアによるウクライナ侵攻
という憂慮すべき出来事が惹起しましたが、
ポール・ハリスの1927年のＲＩ国際大会でのメッ
セージ「国家が持つことのできる最大の資産
は、平和という資産です。それは耕地よりも豊か
な鉱山よりも確かなものです」が時代を超えて
共感されるものと考えます。

小郡ロータリークラブとしては
初めての大役です

　小郡ロータリークラブは鈴木従道ガバナー
年度の1981年11月に創立され、昨年創立40周
年記念事業を執り行いましたが、地区内60ク
ラブの中では50番目の設立で比較的に歴史の
浅いクラブであります。私が入会した1998年の
頃も50数名の会員数でしたが、現在も52名で
小郡市と大刀洗町を合わせた人口約75000人
の地域環境の中ではロータリークラブの存在
は市民からはかなりの程度で認知されていま
す。小郡ロータリークラブからガバナーノミニー
を輩出するのは初めてのことですので、クラブと
しての知見は無いに等しいですが、2年後に向
けて準備にまい進する所存です。

二人のガバナーと小倉南RC・福岡東RCに学び、
そして準備する

　7月1日に東京で開催される「2022－23年度 
ガバナー・元・次期ガバナー懇談会」への出席
から公式な活動が始まりました。2年後は私が
ガバナーとしての役割と小郡クラブが地区幹
事・地区会計長など枢要な地区役職を担いま
す。地区の活動計画案策定は1年前から行って
参りますので、私が直接お手本とするガバナー
は西島英利ガバナーと吉田知弘ガバナーであ
り、小郡クラブの地区役職予定者は5大会議や
地区大会など重要な行事を福岡東ロータリー
クラブのご指導とご協力を得て学び、準備をし
て行きたいと考えます。

西島英利ガバナー年度の第2700地区テーマ
「ロータリー、継続活動と変化」の推進

　西島ガバナーは5月21日の地区研修・協議会
で2700地区のテーマを「ロータリー、継続活動
と変化」と発表され、「会員増強」や「地区が一
体となった奉仕活動の計画、実施」など5つの
重点目標を掲げられました。その中に「2700地
区の5ヶ年計画の着実な実施」があります。地
区戦略計画委員会が定めた2020年7月から
2025年6月までの5ヶ年計画の最終年度が私
のガバナー年度と重なります。5ヶ年計画が達
成できるように研鑽して参ります。西島ガバ
ナー年度が素晴らしい年度になりますことを祈
念申し上げまして、ガバナーノミニー就任のご
挨拶と致します。

ガバナーノミニー
就任のご挨拶

（小郡 RC）野 﨑  千 尋2022-2023年度 第2700地区
ガバナーノミニー

 2022-2023年度 国際ロータリーのテーマ

イマジン ロータリー  ‒ Imagine Rotary ‒
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クラブ運営支援委員会
委員長就任のご挨拶

　「クラブ運営支援委員会」の委員長に就任いたし
ました小倉南ロータリークラブの吉行亮二と申します。
「クラブ運営支援委員会」は、会員基盤向上部門に属
しておりますが、従前の「会員基盤向上委員会」が役
割から二つに再編され、2022-23年度に新たに新設
されました。主な目的は、会員増強の基礎となるクラ
ブの活性化を実現することです。
　西島ガバナーは、2700地区のテーマに「ロータリ
ー、継続活動と変化」を掲げられ、会員増強を強く打
ち出されるとともに、「元気なクラブづくり」や「女性
会員の割合30％（ＲＩ理事会目標）」に向かうためにも、
我々には変化が必要であると言われています。
　クラブ運営支援委員会は、このような変化に各クラ
ブが対応できるように、ＣＬＰ（クラブ・リーターシップ・
プラン）の導入支援、長期計画の作成支援、クラブの
研修計画の支援、「多様性・公平性・インクルージョン
（ＤＥＩ）」の推進など、各クラブの運営を支援する委員
会として活動いたします。
　西島ガバナー年度より、安増惇夫カウンセラーのもと、
10名の地区委員（うち、女性会員１名）でスタートしました。
また、会員基盤向上委員会と連携を取りながら、クラブ
運営の支援の部分にフォーカスし、活動してまいります。

　具体的な活動方針・計画は、以下の内容を予定し
ております。
①ＣＬＰの導入・ＣＬＰの推進に関して各クラブへ情報提
供・導入支援を行います。
②クラブの長期計画作成に関して、「戦略計画立案ガ
イド」等の活用事例をもとに、具体的な目標設定や
活動計画作りの支援を行います。

　「クラブ運営支援委員会」の委員長に就任いたし
ました小倉南ロータリークラブの吉行亮二と申します。
「クラブ運営支援委員会」は、会員基盤向上部門に属
しておりますが、従前の「会員基盤向上委員会」が役
割から二つに再編され、2022-23年度に新たに新設
されました。主な目的は、会員増強の基礎となるクラ
ブの活性化を実現することです。
　西島ガバナーは、2700地区のテーマに「ロータリ
ー、継続活動と変化」を掲げられ、会員増強を強く打
ち出されるとともに、「元気なクラブづくり」や「女性
会員の割合30％（ＲＩ理事会目標）」に向かうためにも、
我々には変化が必要であると言われています。
　クラブ運営支援委員会は、このような変化に各クラ
ブが対応できるように、ＣＬＰ（クラブ・リーターシップ・
プラン）の導入支援、長期計画の作成支援、クラブの
研修計画の支援、「多様性・公平性・インクルージョン
（ＤＥＩ）」の推進など、各クラブの運営を支援する委員
会として活動いたします。
　西島ガバナー年度より、安増惇夫カウンセラーのもと、
10名の地区委員（うち、女性会員１名）でスタートしました。
また、会員基盤向上委員会と連携を取りながら、クラブ
運営の支援の部分にフォーカスし、活動してまいります。

　具体的な活動方針・計画は、以下の内容を予定し
ております。
①ＣＬＰの導入・ＣＬＰの推進に関して各クラブへ情報提
供・導入支援を行います。

②クラブの長期計画作成に関して、「戦略計画立案ガ
イド」等の活用事例をもとに、具体的な目標設定や
活動計画作りの支援を行います。

③クラブ研修計画の作成に際して、以下の４つの視点
でアドバイスを行います。
　・地区主催・委員会主催の研修会や事業への参加促進
　・定期的な新会員オリエンテーション
　・現会員に対する計画的・包括的な教育の機会提供
　・ＲＬＩへの積極的な参加
④「多様性・公平性・インクルージョン（ＤＥＩ）」と我々
ロータリアンの活動の共通点を伝え、さらなるＤＥＩ
のシフトアップに努めます。また、オープン・ロータリ
ーやロータリー奉仕デーの開催に関して、他の委
員会と協力し、ＤＥＩを推進します。
⑤ロータリークラブセントラル（マイロータリー）の目標
設定、目標管理などについて情報を提供し、クラブ全
体が目標の共有ができる仕組み作りを支援します。

　なお、2022年７月に、他の委員会と合同で『クラブ
活性化セミナー』を開催しますが、「クラブ運営支援委
員会」は、「多様性・公平性・インクルージョン（DEI）」
の浸透に向け、クラブの活性化につながる事例紹介な
どを通じて、理解を高めたいと考えております。

　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向
上を目的とした『オープン・ロータリー(例会)』の実
施に向けて、案内書式やロータリー紹介映像（ようこ
そロータリーへ）等のサポートを行います。

　明るく楽しいクラブ作りのために、クラブ運営の支援を
行っていきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

（小倉南 RC）吉 行  亮 二2022-2023年度 第2700地区
クラブ運営支援委員会 委員長

2022-2023年度 第2700地区ガバナーメッセージ　ロータリー、継続活動と変化
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

2022-2023年度 地区研修・協議会 プログラム

日時：2022年5月21日（土）　12：00～16：50
場所：リーガロイヤルホテル小倉　オンライン配信

12：00～12：03 （ 3 分） 開会点鐘  ガバナーエレクト 西島 　英利
  開会の言葉  次年度地区幹事 中島 伸一郎
12：05～12：30 （25分） 2022-2023年度　活動方針について ガバナーエレクト 西島 　英利
12：30～12：50 （20分） 研修リーダー講和  地区研修リーダー 古賀 　英次
    ・RIの最近の方針
    ・地区の現状と5ヵ年計画
12：50～14：25 （95分） 地区委員長による講和
 （15分）   ・ロータリー会員現況・クラブ活性化セミナー 会員基盤向上委員長 鈴木 　公利
    ・オープンロータリー   
 （10分）   ・CLP・DLP  地区研修委員 矢野 　清博
 （10分）   ・DEI  クラブ運営支援委員長 吉行 　亮二
 （10分）   ・公共イメージ向上とDXの説明  広報・公共イメージ委員長 田村 　志朗
 （10分）   ・ロータリー奉仕デー  社会奉仕委員長 熊手 　幹彦
 （10分）   ・ロータリー財団に対する現況報告  ロータリー財団委員長 中村 　　光
 （10分）   ・米山記念奨学事業の概要  米山奨学委委員長 島 　　信英
 （10分）   ・危機管理の必要性と危機管理システム 危機管理委員長 末松 　孝一
 （10分）   ・RLI委員会報告  RLI委員長 大塚 　誠之

14：25～14：35 （10分） 休憩

14：35～16：05 （90分） ZOOM   ガバナーエレクト 西島　 英利
    ・会長部門
    ・幹事部門
    ・会員基盤向上部門
    ・ロータリー情報部門
    ・公共イメージ向上部門
    ・国際奉仕委員会
    ・社会奉仕委員会
    ・職業奉仕委員会
    ・青少年奉仕委員会
    ・インターアクト委員会
    ・RYLA・青少年育成委員会
    ・国際青少年交換委員会
    ・ロータリー財団部門
    ・米山記念奨学部門
    ・ローターアクト部門

16：05～16：15 （10分） 休憩

16：15～16：25 （10分） 講評  研修委員会カウンセラー 安増　惇夫
16：25～16：35 （10分） 総評  ガバナーエレクト 西島　英利
16：35～16：50 （ 5 分） 閉会の言葉  小倉南RC会長 越智　英雄
  閉会点鐘  ガバナーエレクト 西島　英利

≪ 全 体 会 議 ≫

≪ 部 門 別 会 議 ≫

≪ 全 体 会 議 ≫

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理
解と御協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を
申し上げます。

　西島英利ガバナーより命を受けまして、本年度の地
区研修リーダー、地区研修委員会委員長として5月21
日（土）リーガロイヤルホテル小倉で地区研修・協議会
を開催させて頂きました。

　地区研修・協議会の目的は、「①就任に先立ち、次期
クラブリーダーがクラブのリーダーシップチームを築け
るようにする。②地区ガバナーエレクトおよび次期ガバ
ナー補佐、地区委員会に、クラブ指導者チームの意欲を
喚起し、協力関係を築く機会を提供する」ことでござい
まして、それを実現し、各クラブが活性化することを目標
に地区の活動を行うために、国際ロータリー会長ジェ
ニファー・E・ジョーンズ会長のテーマ『イマジン・ロータ
リー』、これは、過去は想像できませんが未来は想像で
きるという会長の意思により、『大きな夢を叶えたロー
タリーを想像して下さい。そして、行動しよう。』と力強く
世界の530の地域、140万人のロータリアン・ローターア
クターにメッセージをお送りになりました。RIの戦略計
画と、今年はDEIをロータリアンに行動規範としてロー
タリーの中にも浸透するようにご指示をされました。

　また、西島英利ガバナーは、地区テーマを『ロータ
リー、継続活動と変化』を掲げられ、まさに我々が取り
組むべく世界の大変革の中で時代を捉えた地区テー
マであると確信をしております。

　そのような方針を受けて、2700地区では西島英利
ガバナーのご指示の下に、2700地区戦略計画を力強
く推進する旨、研修委員会委員の皆様方のお力をお借
りすると共に、ガバナー補佐、地区委員会の皆様方と

心ひとつに各クラブの目標達成のための支援を行って
いくことを研修の中でお話をさせて頂きました。

　また、各クラブの活性化・支援のための研修委員会を
3年前より地区戦略計画と共に活動をさせて頂いてお
ります。皆様方には、地区研修委員会をこれまでご支持
頂きましたことについて、この場をお借りしまして感謝
申し上げます。また、各クラブへご支援をして頂いており
ます研修委員の皆様方をご紹介申し上げますと共に、
本年度のロータリー活動が皆様方お一人お一人にとり
まして有意義な一年になりますことを心よりお祈り申し
上げ、地区研修・協議会に関してのご報告と致します。

地区研修・協議会に関して

（柳川 RC）古 賀  英 次2022-2023年度 第2700地区
地区研修リーダー

●カウンセラー
　安増 惇夫 （宗　像RC）
●地区研修委員長
　古賀 英次 （柳　川RC）
●第1グループ担当
　鈴木 公利 （苅　田RC） 会員基盤向上
●第2グループ担当
　吉行 亮二 （小倉南RC） クラブ研修委員
●第3グループ担当
　柳井 慎己 （小倉南RC） ＩＴ
●第4グループ担当
　薙野 修二 （福岡東RC） クラブ研修委員
●第7グループ担当
　新嶋 秀夫 （福岡東RC） DLP・CLP
●第6グループ担当
　矢野 清博 （甘　木RC） ＤＬＰ・ＣＬＰ
●第5グループ担当
　田村 志朗 （福岡東RC） 広報・公共イメージ

地区研修委員会

2021-2022年度の担当です。
2022-2023年度は改めてお知らせ申し上げます。

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

会 長 部 門

幹 事 部 門
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

RLI委員会

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

危機管理委員会
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

会員基盤向上部門
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

ロータリー情報部門

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

ロータリーフェローズ2700委員会
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

公共イメージ向上部門

国際奉仕委員会

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

社会奉仕委員会

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

職業奉仕委員会

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

青少年奉仕委員会

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

インターアクト委員会

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

RYLA・青少年育成委員会

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

国際青少年交換委員会

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

ロータリー財団部門
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

米山記念奨学部門
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

ローターアクト部門

リモート会議のようす

リーガロイヤルホテル小倉からオンラインで配信されました。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

地区役職者会議を終えて
（小倉南 RC）中島 伸一郎2022-2023年度 第2700地区

地区幹事

　今、地区役職者会議を終えてほっとしているところで
はありますが、懇親会の挨拶でも申し上げたように、五
大会議＋２が終わったのであって西島ガバナー年度は
これから始まります。安心していられるのは束の間のこ
とで、本番はこれからです。ほっとしてはいられないとい
ったのが正直な気持ちです。

　私がこの地区役職者会議で皆さんから重要と指摘
されていた委員会が、会員基盤向上委員会とDX委員
会で、私も変革のための委員会だと認識いたしました。
他のすべての委員会も前年と同じといった訳ではなく、
新しい何かを目指して新たな取り組みをしていたこと
に大いに注目いたしました。

　中でも会員基盤向上委員会とDX委員会は、各ロータ
リークラブの底上げを後押しする委員会として注力いた
だいていることを強く感じました。今、２７００地区は改革
が急激に進み、これまでと同じことをやっていたのでは
取り残されてしまうほど日々の変化が、早く大きくなって
います。　その変化に後れを取らない様各クラブの後押
しをするのがこの二つの委員会であると感じました。　

　「順番で会長になりました」だから前年と同じことを
していれば良いという時代ではないのです。国際ロータ
リーからテーマが下りてきて、それを消化するのに新し

い取り組みをしなければなりません。その取り組み方が
分からない場合に後押しをしてくれる委員会なのです。

　ネット社会にロータリークラブ全体が入りました。国
際ロータリーなどの情報はMy ROTARYを通して情報が
入ってきます。My ROTARYなどの情報を抑えていないと
ロータリークラブの運営が出来なくなってきています。ロ
ーターアクトの報告にもありましたが、若い力がネットか
らの情報を駆使し活躍の場を広げています。そのような
環境から出てきた目標を各委員会、各委員長様方も決
意表明の中で粛 と々発表をされておりました。

　是非各クラブから地区委員会に会員を派遣してください。
地区委員会が何をしているのか報告を聞いてください。それ
が進んでいると感じたなら各ロータリークラブの皆さんも進
む一歩を模索していただけるのではないかと思います。

　西島年度の後半は月信の紙配布とネット配信が行わ
れます（吉田年度からは紙配布はなくなります）、My 
ROTARYからは見ることが出来ない方々が多く出ると思
います。例会の卓話の時間に月信の報告会を設け、読ん
でいただくことなどもひとつの方法かと思われます。

　地区委員会に目を向け、何をしているのかを情報収
集していただければロータリークラブ方向性がより分
かりやすくなるのではないのでしょうか。

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

地区役職者会議のようす
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

　6月15日開催の「西島年度地区役職者会議」
が無事に終了し、「地区研修委員会カウンセ
ラー」の立場で講評を述べた時、何かしらの安堵
と満足感を感じながら少しだけ(ホンの少しだ
け! )感傷に浸っていたら、「安増さん!!! (5大会議
を振りかえって)の月信原稿をお願いします」と
の、全く考えもしなかった要請を藁田月信担当
会員から受けました。
　即座に「今までに前例もないし、5大会議も
(参考人出席の感覚)だったので、どんな会議だっ
たか覚えていません」と、苦手で苦痛な原稿書き
から解放されたと勝手に確信していた時の不意
打ちに対して、その場ではヤンワリとお断りをし
ました。しかし、2015年にガバナーノミニーに就
任以来7年間の今日まで、安増を支援して下さっ
た皆様からの指示をお断りする事は出来ません
し、藁田会員のスマイルに負けて安増年度の5大
会議まで遡って振りかえってみました。

　2015年7月、ガバナーノミニーとして種々の委
員会に出席するようになり、「米山以外は全く無
知!!!」の自分を知り、可能な限り「地区委員会と
委員会行事には出席」を実行し、それなりに知識
を得て臨んだ「GETS=ガバナーエレクト研修セミ

ナー」等々のガバナー準備研修会や会議等々に
ては、更に無知に気づき、二浪の覚悟を突き付け
られた受験生(事実体験)の様な状況でした。

　兎に角、同期のガバナーエレクトの多くが
「ロータリーの事をよく学んでいる・多く知ってい
る」のに 焦りと恐れを抱きながらのエレクト時
代でしたが、幸い、同期ガバナーエレクトには、
多くの「米山の安増の教え子」の立場の方おら
れて、その縁で親しく教えてくれ、多くの資料も
贈ってくれました♪。
　「安増に過剰な刺激を与えつつも、優しく育て
てくれた、その多くの友人の殆どは、皆さんが若
い頃に「地区研修委員」を経験されていたので
す!!!!。
　安増がノミニーになった頃、「2700地区に地
区研修委員会の設立」を強く奨められていたPG
もいらっしゃったのですが、反対されるPGとの調
整が取れずに、研修委員会設立が実現しなかっ
た会議の時の口惜しさを今でも忘れません。

　ガバナーエレクトとして5大会議の準備を始め
た時、地区委員長や地区幹事の助けを受けなが
ら作成したスライドは500枚を超えました。人差

し指は腱鞘炎に、座りすぎたお尻は筋肉痛に、そ
して腰痛も併発したうえに、女房曰く「結婚して
以来真面目に勉強している姿を初めて見た!!!!」。
自信作のスライドで気を引き締めて臨んだ「ガ
バナーエレクトとしてのお願い」等々の5大会議
でしたが、「長すぎる」「難しすぎる」「ロータリー
は社会奉仕団体ではない。寄付団体でもない」
等々の小言を直接に言われ、少し挫けそうに
なった時に、多くの若きロータリアンから「中身
のある研修会だった」「スライドが分かり易かっ
た」「今のROTARYに変わるたのしみ」等々の評
価も聞き、「ガバナーが終わったら、地区研修委
員会を設立するぞ!!!」との決心を固めました。

　多くの人に助けられて無事にガバナーを終え
ほっと一息つきながら「中州の無縁ボトル(無縁
仏)の再供養」の心準備を始めたころに、古賀ガ
バナーエレクトから、「地区研修リーダー」「地区
戦略計画委員会委員長」の指名と、「地区研修
委員会の設立と初代地区研修委員会委員長」
の指名と指示を受けるとともに、コロナ蔓延の
ために「中州界隈立ち寄り禁止」を、最も怖い方
から強く命令され、地区研修委員会設立に傾注
せざるを得ない環境になってしまいました(笑)。

　どんな地区研修委員会にするのかは　ガバ
ナー時代から心に決めていました。

①地区の5大会議や地区が行う全ての研修内容を
プログラムし、学習し、その講師を務めるととも
に、将来、地区のリーダーとなる人材を育てる事

②ガバナーノミニーから2名が指名を受け、GN→
GE→DGの3年間の任期として毎年2名が交代し、
後に続く優秀な研修委員を育てていく委員会

　です。

　早速、ガバナー時代から心に決めていた地区
委員会やクラブリーダーの7名に「一杯のコー
ヒーだけ」でお願いをしまくり「初代地区研修委

員会」が設立しましたが、「地区の承認を受けて
ない委員会」ということで、会議予算は無く、認
知度0で何かと風当たりも強かったのですが、古
賀ノミニー⇒エレクトとしての強い支援を受けて、
古賀年度5大会議の準備を進めて行きました。
　そして、ガバナー補佐会議→地区チーム研修
会と開催出来たものの、PETS、地区研修・協議
会等々以後は殆どコロナのために中止となり悔
しい思いをしました。(当時はon-line開催の手立
てが間に合いませんでした)。
　そして迎えた貫年度は、やはりコロナ蔓延に
振り回されましたが、公共イメージ向上委員会
が本来の仕事ではないオンライン会議開催の手
当てをして下さり、地区研修委員もオンライン開
催にも対応できるプログラムも作成し、全国に
も例の無い(700名以上参加のon-line地区研
修・協議会)を含む5大会議は勿論、日本全地区
にも紹介出来た「地区ロータリー奉仕デー」に
も、7名の地区研修委員会委員は、ガバナー補佐
の補佐として張り付いての支援まで活躍する事
が出来るようになりました。

　そして迎えた西島年度。やはりコロナ対策に
悩まされましたが、貫年度の終わりと共に定年
を迎えた初代の地区研修委員に育てられた、小
倉南クラブの吉行委員、柳井委員の「ビックリさ
せられた活躍!!!!」を確認して、感慨に耽っていた
ことがこの文書の書き出しの部分の締めとなり
ます。
　吉田エレクトが指名した研修委員は、既に吉
田年度の会議に備えていますし、野崎ガバナーノ
ミニーが指名する研修委員も間もなく発表され
ます。

　初代地区研修委員会委員と委員長が精一杯
の心を込めて作ってきた思いが繋がり、更に成
長していく事を楽しみにしながら、延び延びに
なっている「無縁ボトルの再供養」に向かいます。

（宗像 RC）
安 増  惇 夫

2022-2023年度 第2700地区
地区研修委員会　カウンセラー

5大会議を振りかえって

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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いませんかと問いました。

④幹事の課題と取り組みとは？
　課題や取り組みは以下のことが考えられます。
ア、　クラブ幹事の役割について考える。
イ、　クラブ会長にどのように協力するか考える。
ウ、　各委員会をどのように支援できるのかを考える。
エ、　会計とどのように協力できるかを考える。
オ、　入会候補者の情報をどのように管理するかを考える。
カ、　管理運営の中で効率化できるものは何かを考える。
キ、　クラブの長期計画をどう支えるかを考える。

　クラブ幹事としてしっかり考え実行して、結果や経過を次
年度幹事に報告して継続してもらうことが一番重要だと訴
えました。
　まだまだ幹事部会の内容を書きたいのですが与えられ
た字数が1,000字なのでまとめにその歩を進めます。

　まとめ・・・クラブの運営責任者はクラブ会長です。　　　
　　　 　　執行責任者はクラブ幹事の皆様です。

　私の思いですが名幹事とは指示を出されて動く人ではな
く、必要な指示を考え、指示を出すことが出来る人だと思い
ます。 皆様は幹事年度が終わり退任あいさつで、自分は名
幹事だったと心の中でいえますか？自分を褒めれるように
頑張ってください。

RLI委員会  委員長　大塚  誠之（博多イブニングRC）

RLI＝ロータリー・リーダーシップ研究会
質の高いリーダーシップの研修を通じてロータリーの活
性化と発展を願い、ロータリーへの理解とモチベーション
を高める、草の根の多地区合同プログラムです。
日本国内34地区のうち28地区が参加しています。
ＲＬＩはロータリアンがロータリーへの思いを自由に語り
合い個々 のモチベーションを確実に高めていく語りの場

全世界共通のテーマと地域の特性を反映したカリキュ
ラムに基づく各回６セッション　３日間のトレーニング

パートⅠ：ロータリアンとしての私
パートⅡ：私達のクラブ
パートⅢ：私のロータリーの旅

RLIの理念
「効果的なクラブ」へと導くロータリーのリーダーである
ためには、

ラブごとに活動内容も異なりますし、会員一人ひとりの考
え方も違うからです。
　そこで、外部の方がロータリーバッジを見たとき、誰もが
ロータリーという名を連想し、どのような組織で何をして
いるかということが分かるようにしよう、というのが、国際
ロータリーで推進しているブランディング、つまりブランド
構築となります。
　分科会では上記内容を共通のテーマとして掲げ、参加
対象者は各クラブの広報関係者ということから、「広報」に
ついて何か学びを持ち帰って頂きたいという思いもあり、
以下の構成で行いました。

◆14:35 ～ 14:40 【部門長挨拶】
　公共イメージ向上部門長 田村志朗
　※広報・公共イメージ委員会と新設「DX推進委員会」の
　　概要説明

◆14:40 ～ 15:00 【公共イメージアップの重要性について】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　北垣友和

◆15:00 ～ 15:15 【他団体との地域包括連携紹介 JC福岡
ブロック協議会 及び 福岡県私学協会】（１５分間）

　広報・公共イメージ委員会　副委員長　細川忠広

◆15:15 ～ 15:30 【ビジュアルアイデンティティと卓話者バン
クについて】
　広報・公共イメージ委員会　副委員長　若杉朗仁　

◆15:30～15:45 【地区における「ＺＯＯＭ」サポートについて】
　DX推進委員会　狩野博司

◆15:45 ～ 16:00 【インターネットバンキングを活用しての
クラブDX化について】
　DX推進委員会　委員長　田村志朗

　今回の地区研修・協議会は完全Zoom開催ということも
あり、不安な点も多々ありましたが、ホストクラブである小
倉南RCの皆様のおかげで無事に終えることができました。
この場をお借りして御礼申し上げます。

国際奉仕委員会  委員長　白川 勇一(壱岐RC)

【国際奉仕プロジェクト部門】
・地区内クラブへのグローバル補助金 使用プロジェクトの
推進

のビジョンを達成するための戦略的優先事項について説
明しました。また、西島ガバナー年度で各クラブ会長に作成
していただいた「クラブの目的に沿ったクラブ目標」がマイ
ロータリーにある「ロータリークラブ・セントラル」のフォー
マットに基づいて作成されたことを説明しました。

〇クラブ研修計画
　西島ガバナー年度から各クラブにクラブ研修リーダーを
選任していただきましたが、クラブ研修リーダーの目的や
資格要件、責務と任務などについて説明しました。また、
2700地区が推奨する４つのクラブ研修計画（①地区主催の
研修等への積極的な会員の出席、②新会員オリエンテー
ション等の実施、③現会員に関する計画的かつ包括的な教
育、④RLIの受講）について説明を行いました。

〇ロータリークラブ・セントラルの理解
　各クラブの年次目標の設定・把握に関して、マイロータリ
ーの機能にある「ロータリークラブ・セントラル」の活用が
有効であることを説明し、各クラブでの年次目標の入力を
依頼しました。また、各グループのガバナー補佐に対して、
担当クラブの目標に対する進捗状況の把握ができることを
説明しました。

ロータリー情報委員会  委員長　大賀 茂功（大牟田ＲＣ）

　ロータリー情報委員会の部門別会議において以下の5項
目メニューで進行した。

⑴　灘谷カウンセラーの挨拶では、「ロータリー情報委員
会」は2005-2006年度、廣畑ガバナーが自らカウンセラー
となってスタートした委員会でありロータリーの理念や原
点を学び伝えていくことを目的にしていることを第一に話
された。（委員長代読）

⑵　2022年規定審議会が4月10-14日にシカゴで開催。提出
された立法案94件のうち今回から導入された事前審査を
含む29件が採択された。注目の立法案では、ＳＲＦ関連の
22-71「クラブ管理の試験的プロジェクトについて規定する
件」は修正案をＲＩ理事会から提出した後、採択。ＲＩＢＩおよび
オーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン内に限定的
な取り組みとはいえ今後の動向に注意が必要。22-46「人
頭分担金を増額する件」については、ＲＩの主として運営費
に使用される人頭分担金の増額には必然性を問う意見
が多くある中、採択された。一方で22-93「事務総長の資格
と報酬制限を定める件」は、賛成136-反対336で否決。
22-85「出席報告の提出義務を撤廃する件」は採択され、
メークアップ期間が年度に変更されたことが既成事実化

した結果となった。規定審議会の立法案は経緯で把握す
ることで理解が深まることから会員身分・職業分類、例会
出席、クラブ形態に関する規定の変遷について説明した。

⑶　ＳＲＦロータリー未来形成は2018年7月にＳＲＦ委員会が極
秘の中で発足し、2020年12月に原案概要が突如として発
表された。世界を28リージョンに分け任期3年のリージョ
ン・カウンシルを選出。さらにセクション（日本の場合102）
に分け任期2年のセクション・リーダーを選出。この結果、
現在の地区ガバナー制度は廃止となる。さらに参加者レ
ベルでは他のボランティア団体との提携を推奨し活動の
多様性を促進していく。このようなＳＲＦ提案に対して日本
の審議会代表議員のアンケート結果から疑問点を説明し
た。現在のガバナンス体制にどのような問題があるのか必
要性と効果が明確でない。ＲＩはこれまで推進してきたＤＬＰ
やＣＬＰは失敗だったと総括しているのか。そもそもＲＩの疲
弊責任はシニアリーダーにある。ＲＩ本部の中央集権化で
あり絶対的強化である。現在の地区が細分化されてセク
ションになると地区が取り組んできた奉仕プロジェクトの
実施が困難になる。現行の地区を3倍のセクションに細分
化すれば今よりかえって非効率になる。一方で著しいヒエ
ラルキー構造のＲＩを変革できる。自由な風通しの良い民
主的な組織に変わるといった前向きな意見もある。

⑷　My Rotary 登録推進は地区の5ヶ年戦略計画、7つの計
画目標の一つであり、西島ガバナーより計画推進の指示
があることを説明。未登録者の会員向けに登録方法とロ
グインに不具合のある場合の対処方法の説明を行った。
特にパスワードの設定方法でつまずく場合が多いため具
体的な留意点を挙げた。登録が出来ない場合は国際ロー
タリー日本事務局に問い合わせ対処する。またロータリー
情報委員会として、ラーニング＆参考資料から規定審議会
やＲＩ理事会決定事項等に関する情報の入手を推奨した。

⑸　最後にロータリー情報委員会参考資料として、①手続
要覧 ②ロータリー章典 ③ロータリー情報ハンドブック（ロ
ータリー情報研究会出版）④ロータリーの心と原点（廣畑
富雄著）⑤「ロータリーの理想と友愛」読本（富田英壽編
著）⑥My Rotary ⑦ウェブサイト「源流の会」を説明した。

ロータリーフェローズ2700委員会 委員長   峯浦  元博（八幡RC）

　地区研修協議会の場で、ご説明できませんでしたので、こ
こで簡単にロータリーフェローズ2700について説明させて
いただきます。
　各クラブではインターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換事業・米山奨学生事業・クラブ独自の青少年育成事

業等を通じ地域の青少年の育成活動や、環境保全活動・町
おこし活動への協力等による社会奉仕事業を通じてのロ
ータリアン以外の方との交流を図られていると思います。
　しかしなかなかそのような方と事業完了後も継続してロ
ータリーとのつながりを継続することが難しいのではない
でしょうか。
　ロータリーフェローズ2700ではこのような方 と々の輪を
再構築し大きな意味でのロータリーファミリーの拡大を図
っていきたいと思っております。
　そのため以下の事業展開にて活動を行ってまいります。

① 「ロータリーの横の手を広げよう」
　今までに各種ロータリー事業に関り、参加していただい
たメンバーに対し情報発信し、自分が参加した事業以外の
ロータリーの仲間たちを知ってもらいロータリーの多様性
を知ってもらいながら、横の輪をひろげていく組織づくりを
行います。

② 「ロータリーを知ろう」
　上記にて集ってもらったメンバーに対し各クラブへの例
会、一般参加可能な事業への参加を呼びかけ、ロータリー
の活動について実践を通してさらに知ってもらい各種活動
のサポーターとして活動してもらえるよう育成していきたい
と思っております。

③ 「新たな仲間とロータリーへの関りをさらに深めていこう」
　2の活動を通して築かれた仲間の輪を通じて確かなもの
とするとともに、ロータリーの魅力を理解してもらい、ロータ
リーとの繋がりを深めていきます。

　ロータリーフェローズ2700では以上のステップにて新た
なメンバーを作っていきたいと思います。各クラブの皆様に
もオープン例会や一般参加事業のご紹介、また既存の各種
青少年奉仕事業の場での参加勧誘等でご協力いただくこ
とになると思いますのでよろしくお願いします。

公共イメージ向上部門長　田村 志朗（福岡東ＲＣ）

　ロータリアンにはロータリーバッジの着用が推奨されて
おりますが、この歯車のバッジを見てそれがロータリーの
ものだと分かる方はロータリアン以外ほとんどいないので
はないでしょうか。また、会員外の方から「ロータリーとは
何ですか」と尋ねられて端的に説明できる方は、私たちロ
ータリアンの中にもそういないと思います。
　仮に答えられたとしても、その答えは人によってさまざま
でありましょう。なぜならロータリーは多様性を重んじ、ク

・海外他地区からのジョイント申込窓口
・地区内クラブへのプロジェクト案件の紹介
・他団体との国際奉仕プロジェクトの調整
・他団体との協力窓口
・「国際奉仕・社会奉仕・ロータリー財団 合同委員会」開催
【国際奉仕プロジェクト推進部門】
【ロータリー友情交換・地区内姉妹クラブ対応部門】
【国際大会・国際会議への参加促進】
【事業計画】
・7月から順次グループ別会議を行い活動参加へのお願い、
新規事業計画立案の協力を求める。
・台湾3523地区からの地区交流依頼検討中。
・コロナ禍が収まり次第、海外ロータリークラブとのプロ
ジェクトを再開し、地区内クラブとジョイントしていく。

　今回パワーポイントを使いご説明させていただきました。
グループ別会議を行いますので、各クラブと協力し新たな
国際奉仕活動ができればと思っております。
　2023年国際大会が、オーストラリア メルボルンで開催さ
れます。多くの方のご参加をお待ちしております。

社会奉仕委員会  委員長　熊手 幹彦(福岡東南RC)

1.社会奉仕委員会の紹介
　先ず冒頭に社会奉仕委員会紹介の動画を見ていただき、
ロータリークラブでの社会奉仕活動についての解説により、
各クラブで社会奉仕委員会がどのような活動をするのかに
ついて理解してもらいました。

2.ロータリー財団より補助金活用の紹介
　次に地区ロータリー財団委員会の村上委員より社会奉
仕活動における補助金申請の注意点について、クラブでの
利用だけでなくロータリー奉仕デーについても説明してい
ただきました。

3.社会奉仕委員会の活動
　続いて、パワーポイントを使って次の内容を説明しました。

①社会奉仕とは
　どういう奉仕活動なのか

②社会奉仕活動の実施
　実施に当たってどういうことに注意するべきか、団
体で学び、事例を示し、各人が実践し、ロータリアン以
外の人々が受入れるようにすること。
　また、ロータリーの歴史的な社会奉仕の考え方に
ついても決議23-34に示す社会奉仕活動の指針につ
いて知ってもらいました。

地区研修リーダー　古賀 英次（柳川RC）

　敬愛する国際ロータリー第2700地区のロータリアン、
ローターアクターの皆様方には、地区の運営にご理解と御
協力を頂いておりますことを心より敬意と感謝を申し上げ
ます。
　地区研修・協議会の会長部門におきましては、西島英利
ガバナーより、RIのテーマとジェニファー E.ジョーンズ会長
の方針についてお話がありました。その後、西島英利ガバ
ナーの2022-2023年度の活動方針についてお話があり、重
点目標を我々にお示しになりました。

【2700地区テーマ】

『ロータリー、継続活動と変化』
【重点目標】

1．2700地区の会員増強
・地区の目標値　2023年7月1日時点会員数　3400名
　※2022年2月1日会員数　3111名
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標を達成する努力をする
・新クラブの結成促進、新しく2クラブ設置

2．地区が一体となった奉仕活動の計画、実施

3．クラブ戦略（CLP）の策定実施
・2023年までにロータリー女性会員の割合を30％にす
るというRI理事会の目標達成に努力
・クラブ会員維持方策と新会員育成方策の策定実施
・DEIに対する推進活動
4．2700地区の5ヵ年計画の着実な実施
・地区および委員会委員等へのローターアクトの積極的
活用
・RLIの計画的実施及びロータリー財団と米山奨学金に
対する寄付目標達成

5．RI事業への積極的参加
・国際大会への出席促進（メルボルン）

 次に2022-2023年度の予算（案）につき、会計長よりご説
明があり、全会一致でご承認を頂きました。
　また、地区戦略計画委員会より、ご審議の3案につきご説
明があり、全会一致でご承認をされました。
決議案は、

①各クラブでクラブ会員のメールアドレスを管理する件

②西島ガバナー年度の3月から6月のガバナー月信を紙配
信とデジタル配信のハイブリッドで行い、吉田ガバナー

年度からデジタル配信にする件

③地区大会を原則、福岡市で開催する件

　以上のことが地区研修・協議会【会長部門】で行われた
会議内容でございます。
　皆様方には一年に亘り、大変ご尽力を賜ると思いますが、
以上の内容をご理解頂き、ご協力頂きます事を心よりお願
い申し上げ、会長部門のご報告とさせて頂きます。

地区研修委員会  委員　矢野 清博（甘木RC）

【幹事部会報告】

『名幹事と呼ばれるために！』
　令和4年5月21日 リーガロイヤル小倉ホテルにて地区研
修・協議会がリモートで開催されました。私はクラブ幹事部
門の研修を担当しました。
　「名幹事と呼ばれるために！」と題して幹事の役割と責務
について。

①知っておかなければならない地区の5ヶ年戦略計画

②西島年度の地区重点目標　　
　ア、　2700地区の会員増強
　イ、　地区が一体となったインパクトのある奉仕活動

の計画・実施
　ウ、　クラブ戦略（CLP）の策定実施
　エ、　2700地区の5ヶ年計画の着実な実施
　オ、　RI事業への積極的参加

　等々 について説明をして理解と協力をお願いをいたしました。
　　

③幹事とは何者なのか？
　幹事は会長の女房役でしょうか？ 私は違いますようとお
話ししました。クラブ幹事は会長が指名したような錯覚を
していますが正しくはクラブ会員が指名していると考える
べきです。 ですから幹事の皆様は必ず会長に就任すべき
だと話しました。 続けて幹事と事務局員の関係について。 
幹事については役割も責務もきちんと記載が手続き要覧
にありますが、事務局員の任務については一切の記載が
ありません。 つまり、事務局員さんは幹事から指示された
ことをやればよいのです。 ところが長年、事務局員をやって
いると会長や幹事、委員長よりロータリーのことが詳しく
なっていき、いつの日からか、指示されるのではなく会長、
幹事に指示を出している事務局員さんが生まれてきます。 
そうなると、会長、幹事は運営の能力を身に着けることが
出来ないまま年度を終了し「幹事はやったけど～」となって

　今後とも危機の予防や対応準備に務めて参りたいと思
いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。

【会員基盤向上委員会  活動報告】
会員基盤向上委員会  委員長　鈴木 公利（苅田RC）

　会員基盤向上部門では、新設される『クラブ運営支援委
員会』と合同で開催し、各クラブからは、会員増強委員長、
長期計画委員長、クラブ研修リーダー等の方々、総勢100名
を超す方々にご参加を頂きました。
　冒頭、会員基盤向上部門委員会のカウンセラー安増パ
ストガバナーより、「この部門は、全世界のロータリーにと
って一番大事な部門。クラブの活性化、元気なクラブを作
るには、会員の増強が必要。この研修では、会員増強に繋
がるヒントが盛り込まれているので、クラブで展開して欲し

　6月15日開催の「西島年度地区役職者会議」
が無事に終了し、「地区研修委員会カウンセ
ラー」の立場で講評を述べた時、何かしらの安堵
と満足感を感じながら少しだけ(ホンの少しだ
け! )感傷に浸っていたら、「安増さん!!! (5大会議
を振りかえって)の月信原稿をお願いします」と
の、全く考えもしなかった要請を藁田月信担当
会員から受けました。
　即座に「今までに前例もないし、5大会議も
(参考人出席の感覚)だったので、どんな会議だっ
たか覚えていません」と、苦手で苦痛な原稿書き
から解放されたと勝手に確信していた時の不意
打ちに対して、その場ではヤンワリとお断りをし
ました。しかし、2015年にガバナーノミニーに就
任以来7年間の今日まで、安増を支援して下さっ
た皆様からの指示をお断りする事は出来ません
し、藁田会員のスマイルに負けて安増年度の5大
会議まで遡って振りかえってみました。

　2015年7月、ガバナーノミニーとして種々の委
員会に出席するようになり、「米山以外は全く無
知!!!」の自分を知り、可能な限り「地区委員会と
委員会行事には出席」を実行し、それなりに知識
を得て臨んだ「GETS=ガバナーエレクト研修セミ

ナー」等々のガバナー準備研修会や会議等々に
ては、更に無知に気づき、二浪の覚悟を突き付け
られた受験生(事実体験)の様な状況でした。

　兎に角、同期のガバナーエレクトの多くが
「ロータリーの事をよく学んでいる・多く知ってい
る」のに 焦りと恐れを抱きながらのエレクト時
代でしたが、幸い、同期ガバナーエレクトには、
多くの「米山の安増の教え子」の立場の方おら
れて、その縁で親しく教えてくれ、多くの資料も
贈ってくれました♪。
　「安増に過剰な刺激を与えつつも、優しく育て
てくれた、その多くの友人の殆どは、皆さんが若
い頃に「地区研修委員」を経験されていたので
す!!!!。
　安増がノミニーになった頃、「2700地区に地
区研修委員会の設立」を強く奨められていたPG
もいらっしゃったのですが、反対されるPGとの調
整が取れずに、研修委員会設立が実現しなかっ
た会議の時の口惜しさを今でも忘れません。

　ガバナーエレクトとして5大会議の準備を始め
た時、地区委員長や地区幹事の助けを受けなが
ら作成したスライドは500枚を超えました。人差

し指は腱鞘炎に、座りすぎたお尻は筋肉痛に、そ
して腰痛も併発したうえに、女房曰く「結婚して
以来真面目に勉強している姿を初めて見た!!!!」。
自信作のスライドで気を引き締めて臨んだ「ガ
バナーエレクトとしてのお願い」等々の5大会議
でしたが、「長すぎる」「難しすぎる」「ロータリー
は社会奉仕団体ではない。寄付団体でもない」
等々の小言を直接に言われ、少し挫けそうに
なった時に、多くの若きロータリアンから「中身
のある研修会だった」「スライドが分かり易かっ
た」「今のROTARYに変わるたのしみ」等々の評
価も聞き、「ガバナーが終わったら、地区研修委
員会を設立するぞ!!!」との決心を固めました。

　多くの人に助けられて無事にガバナーを終え
ほっと一息つきながら「中州の無縁ボトル(無縁
仏)の再供養」の心準備を始めたころに、古賀ガ
バナーエレクトから、「地区研修リーダー」「地区
戦略計画委員会委員長」の指名と、「地区研修
委員会の設立と初代地区研修委員会委員長」
の指名と指示を受けるとともに、コロナ蔓延の
ために「中州界隈立ち寄り禁止」を、最も怖い方
から強く命令され、地区研修委員会設立に傾注
せざるを得ない環境になってしまいました(笑)。

　どんな地区研修委員会にするのかは　ガバ
ナー時代から心に決めていました。

①地区の5大会議や地区が行う全ての研修内容を
プログラムし、学習し、その講師を務めるととも
に、将来、地区のリーダーとなる人材を育てる事

②ガバナーノミニーから2名が指名を受け、GN→
GE→DGの3年間の任期として毎年2名が交代し、
後に続く優秀な研修委員を育てていく委員会

　です。

　早速、ガバナー時代から心に決めていた地区
委員会やクラブリーダーの7名に「一杯のコー
ヒーだけ」でお願いをしまくり「初代地区研修委

員会」が設立しましたが、「地区の承認を受けて
ない委員会」ということで、会議予算は無く、認
知度0で何かと風当たりも強かったのですが、古
賀ノミニー⇒エレクトとしての強い支援を受けて、
古賀年度5大会議の準備を進めて行きました。
　そして、ガバナー補佐会議→地区チーム研修
会と開催出来たものの、PETS、地区研修・協議
会等々以後は殆どコロナのために中止となり悔
しい思いをしました。(当時はon-line開催の手立
てが間に合いませんでした)。
　そして迎えた貫年度は、やはりコロナ蔓延に
振り回されましたが、公共イメージ向上委員会
が本来の仕事ではないオンライン会議開催の手
当てをして下さり、地区研修委員もオンライン開
催にも対応できるプログラムも作成し、全国に
も例の無い(700名以上参加のon-line地区研
修・協議会)を含む5大会議は勿論、日本全地区
にも紹介出来た「地区ロータリー奉仕デー」に
も、7名の地区研修委員会委員は、ガバナー補佐
の補佐として張り付いての支援まで活躍する事
が出来るようになりました。

　そして迎えた西島年度。やはりコロナ対策に
悩まされましたが、貫年度の終わりと共に定年
を迎えた初代の地区研修委員に育てられた、小
倉南クラブの吉行委員、柳井委員の「ビックリさ
せられた活躍!!!!」を確認して、感慨に耽っていた
ことがこの文書の書き出しの部分の締めとなり
ます。
　吉田エレクトが指名した研修委員は、既に吉
田年度の会議に備えていますし、野崎ガバナーノ
ミニーが指名する研修委員も間もなく発表され
ます。

　初代地区研修委員会委員と委員長が精一杯
の心を込めて作ってきた思いが繋がり、更に成
長していく事を楽しみにしながら、延び延びに
なっている「無縁ボトルの再供養」に向かいます。

い。」とのお言葉を頂きました。
　以下、会員基盤向上委員会のご研修内容についてご報
告します。

〇世界、日本、地区の会員基盤の現状について
　　世界規模で会員数は減少していますが、当地区では4
月現在で3,150名と期首を上回るまでに回復しています。
懸念されることとして、50名未満のクラブが増加しており、
クラブが小規模化、女性会員ゼロが14クラブあることを
説明しました。

〇21-22年度の地区の取組みについて
　　ガバナー特別賞の表彰制度を設けて、クラブ目標の進
捗情報を定期的報告し、増強活動の関心を高めている
こと、また多様性のあるクラブの設立として、衛星クラブ
の検討がされており2クラブの設立が見込まれること等
を紹介しました。

〇22-23年度の地区の取組みと、『オープン・ロータリー(例
会)について

　7月に『クラブ活性化セミナー』を地区関係委員会と開催
し会員基盤向上と密接に関係する、広報公共イメージの向
上、よりインパクトのある奉仕PJの実施から見た会員増強
についてご紹介します。
　また、ロータリーの認知度の向上と、会員基盤の向上を
目的とした『オープン・ロータリー(例会)』について、他地区
や地区内で先行実施されたクラブの事例を紹介し、全クラ
ブでの展開するための、支援についてご説明しました。
　最後に、ロータリーの魅力を、自分の言葉で説明できる
会員を、クラブの中で育むことが、会員増強の第一歩である
ことを申し上げて終了しました。

以上

【クラブ運営支援委員会  活動報告】
クラブ運営支援委員会  委員長　吉行 亮二（小倉南RC）

　会員基盤向上委員会鈴木委員長の発表に続いて、新設
された『クラブ運営支援委員会』では、以下の研修を行い
ましたので報告いたします。

〇DLP・CLP
　RIが推奨するDLP（District Leadership Plan）・CLP（Club 
Leadership Plan）が導入されてきた背景と、ロータリーの目
的（RI定款第４条、標準RC定款第５条）、ロータリークラブの
目的（標準RC定款第３条）を実現し、クラブを活性化するた
めにはCLPの導入が必要であることを説明しました。また、
CLP導入に際して、具体的な９つの実施策と標準的な組織
について説明しました。

〇クラブの長期計画・年次目標
　クラブの長期計画・年次目標の必要性、また、ロータリー

　●　ロータリーについての知識は言うまでもなく、

　●　ロータリーはどこにいるのかという現在の立ち
位置の認識、

　●　ロータリーはどこに向かおうとしているのかという
将来への展望、

つまりは、ロータリーのビジョンについての総合的な視点
をロータリーのリーダーは確立せねばならない。

クラブ会長・幹事・ガバナー補佐・地区役職者（委員も含
む）・クラブ研修リーダーの皆様はRLI研修の受講が必須と
なりました。特にクラブ研修リーダーはＲＬＩ研修を受講し、
さらにDL研修を受講して頂き、クラブの更なる発展に貢献
して頂きたいと思っています。

【２０２２年５月２１日 地区研修・協議会を終えて】
危機管理委員会  委員長　末松　孝一(行橋RC)

　全体会議にて「危機管理の必要性と危機管理システム」
というテーマで約１０分間お話させていただきました。危機
管理の範疇は人的な事から自然災害に起因することまで
範囲が拡大しております。とても１０分で話せる内容ではあ
りませんでしたが想定危機事例やロータリー章典の危機
管理に関する移り変わり等を駆け足で述べさせていただ
きました。また、部門別会議の幹事部門に於きまして「ロー
タリーと危機管理」というテーマでこちらは約３０分のお時
間をいただきお話をさせていただきました。当地区では２０
２０年度よりクラブ幹事が危機管理委員の役職を担うこと
となっています。まずは、危機の定義から危機管理の範疇等
危機管理についての全般について述べさせていただきま
した。全体的には青少年保護寄りの事柄が多くなりました。
一部全体会議の部と重複している内容もありましたが幹
事向けにより詳しい内容をお話させていただきました。
　ロータリーの奉仕活動を遂行する上で避けて通れない
必要不可欠なのが危機管理及び危機管理意識です。クラブ
なり委員会活動で素晴らしい奉仕活動をされてもそれを
打ち消すような危機事案が生じますとそれは大変な事、もっ
たいない事になります。他のロータリアンにも迷惑をかけ
ることになります。そのような事が生じないようにロータリ
アンとしての品格と自覚を持って社会生活を送らなければ
なりません。また、今回の地区研修・協議会でお伝えしきれ
なかった部分は９月３日（土）に２７００地区危機管理研修を
計画しております。幹事の皆さまや地区委員長のご参加を
お待ちしています。

　各クラブの社会奉仕委員会が活動するに当たって
踏まえていただきたい項目についても説明しました。

③地区の活動～ロータリー奉仕デーとＳＤＧｓ
　ロータリー奉仕デーは、2021-2022年度シェカール・
メータＲＩ会長の提言から始まった活動、実践的かつ行動
志向のイベントで、地域社会の人々に有意義な奉仕に
取り組む機会を広く知ってもらおうとの活動であること。
　ロータリーの活動には７つの重点分野があり、平和
の促進、疾病との戦い、きれいな水の提供、母子の健康、
教育支援、地域経済の発展、環境の保全、であること。
　また、世界では国連サミットで採択され各国が進め
ているＳＤＧｓがあり、その内容について17の大きな目
標を解説し勉強していただきました。
　このＳＤＧｓとロータリーの重点目標はほぼ一致して
おり、それぞれの内容を活動を推進していく上での拠
り所としてもらいたいとお願いしました。
　その後、前年度と今年度において地区で取り組み
ました宗像国際環境会議について紹介しました。

④活動事例
　最後に、2700地区の各クラブでどのような社会奉
仕活動がされているかの事例を紹介しました。

職業奉仕委員会  委員長　半田  裕一（甘木 RC）

　職業奉仕委員会は、本年の活動計画を次のように設
定しています。

①各クラブへの職業奉仕活動事例報告

②職業奉仕月間における卓話依頼への対応（５クラブ
以上）

③職業奉仕の歴史的研究（委員会内部活動）及びその
伝達（外部活動）

④職業奉仕セミナーの実施（古賀・貫年度と２年連続
で実施を断念したので本年度はインパクトある事業
として実施する）

⑤宗像環境会議への協力

⑥地区大会内での、委員会独自の表彰を可能ならば
行う。

　この６つのテーマを元に、地区研修・協議会の部門別
会議へ臨みました。具体的には３部構成とし、以下の内
容を実施しました。
　第１部では、パワーポイントを使用して、地区委員会の
活動報告、各クラブが行っている職業奉仕の事例紹介、

２０１６年の規程審議会で追加された「職業奉仕の定義と
その影響に」について１５分程度でコンパクトに説明を
行いました。
　第２部では、日本理化学工業の元会長であった大山泰
弘氏の「働くことの喜び」をテーマにしたビデオ鑑賞を
行いました。このビデオは、知的障害者の雇用を取り扱
った内容ですが、過去にも卓話や研修の資料として紹介
（配布）したことがあるため、地区のメンバーの中にもご
覧になられた方が多いと思われます。ビデオの中に発言
を一部抜粋して紹介します。
　「人間の究極の幸せは、愛されること、褒められること、
役に立つこと、人に必要とされることの４つです。愛され
ること以外は、働いてこそ得られます。人間の幸せをかな
えられるのが会社なら、知的障害者を一人でも多く雇用
しようと考えるようになりました」。
抜粋は以上です。　
　第３部では、参加者全員でのフリー討論会を行いまし
た。自由発言としたため、最初は戸惑いもあったようで
すが、時間が進むにつれて活発な意見が出されるように
なりました。
　以上が部門別会議の簡単な報告になります。
ズーム形式での開催が２年続きました。パソコン操作に
不慣れな面から音声が途切れたりして、参加者にはご
迷惑をお掛けしました。セミナーを実施する側としては
集合形式が簡単だな、と思えた研修会になりました。

青少年奉仕委員会  委員長　山本 啓之（若松中央RC）

　今年も新型コロナ感染症対策としてオンラインにて開催
いたしました。昨年までの分科会は、青少年奉仕４委員会
（インターアクト委員会、ローターアクト委員会、RYLA・青少
　年育成委員会、国際青少年交換委員会）と合同で全体会
議を行い、その後それぞれの委員会に分かれて分科会を開
催していました。今年度はローターアクト委員会が青少年
奉仕部門から外れたこともありまして、それぞれの委員会
が独立して分科会を開催する事になりました。
　地区内から２２名の青少年奉仕委員の皆様方にご参加
いただいて開会いたしました。先ずは委員長（山本）のあい
さつに始まり、今年度の活動方針・活動計画の説明

１．活動の基本方針
　新型コロナ感染症の流行により、２年以上にわたり青少
年奉仕のプログラムが停止もしくは低迷している状況です
が、地域社会において将来を担う若者を守り育てることは
大切な事です。また、我々ロータリーにとっても欠かすことの
できない必須の事業です。

　本年度は、「インターアクト委員会」、「RYLA青少年育成
委員会」、「国際青少年交換委員会」の３委員会の充実と拡
充の支援及び相互間の連携の強化を図る活動を行います。

２．具体的な活動方針
①青少年奉仕プログラムへの総括的支援
②「インターアクト委員会」「RYRA青少年育成委員会」「国際
　青少年交換委員会」の認知度向上に関する活動
③地区社会奉仕部門と連携した活動の推進
④ロータリーフェローズ２７００及び危機管理委員会との連携
⑤ＪＣ福岡ブロック・福岡県私学協会との連携

３．具体的な活動計画
①年４回の委員会会議（開催月未定）
②社会奉仕委員会と協力しプロジェクトの計画・事業の支援
③国際環境宗像会議への参加と支援

　次に今年度の委員会メンバーの紹介、なお委員会メンバ
ーについては３委員会の分科会に出席のため名前と所属
クラブのみの紹介となりました。
　続いて参加者一人一人にそれぞれのクラブに於いての
青少年奉仕活動について紹介・説明をして頂きました。青
少年のためのスポーツ大会の主催や協賛、他団体と合同で
の地域活動・薬物乱用撲滅活動等々、それぞれの地域にお
いて有意義な活動をして頂いていることを改めて知ること
が出来ました。その後、質疑応答の時間を設けましたが、あ
まりなかったので少し早めに分科会を終了しました。
　今回の分科会を開催して感じたことは、これまでの地区
青少年奉仕委員会は、インターアクト、ローターアクト、
RYLA、国際青少年交換の活動をサポートする形の委員会
でしたが、各クラブの地域に於いての素晴らしい活動にも
目を向け、委員会として協力や支援を出来るようになれば、
もっとロータリーの認知度の向上にもつながるのではない
かと感じました。今年度はそういった活動が出来るようにな
るように土台を作っていきたいと思います。
　１年間、宜しくお願いします。

インターアクト委員会  委員長　豊瀬　敦（行橋RC）
　　　　　　　　　　　
　皆さん、こんにちは、第2700地区インターアクト委員会の
委員長を拝命いたしました、豊瀬と申します。今期で3期目
を迎えることとなりました。
過去2年は、新型コロナウィルスの感染拡大により、地区と
しての事業も、オンラインで開催できるものはオンラインで
開催し、なるべくアクター達の繋がりが絶えないように取り
組んでまいりました。今期は、「withコロナ」と考え、これま
で絶たれていたアクター達の交流する場を一つでも多く提

供し、これまで途切れていたアクター同士の交流を深めて
いきたいと思います。
　まずは、7月23日（土）には、インターアクトクラブ執行部を
対象とした指導者講習会が開催されます。本研修を通して
リーダーとしての資質を磨いていただき、執行部の皆さん
には1年間、他のアクター達のお手本となる行動力を身につ
けていただけたらと考えております。
　また、ここ2年間、合同例会は開催しておりませんでした
が（エリアによっては自主的に開催していただいたエリア
もございます）、今年度より、各エリア、エリア別合同例会を
開催していただきたいと考えております。これにより、各エ
リアの絆を深め、各地域を盛り上げていっていただきたい
と考えております。
　インターアクトの研修旅行に関しましては、まだ、海外へ
の渡航制限がございますので、今年度も国内研修旅行にて
実施を検討しております。研修先といたしまして現在、同じ
第2700地区内の壱岐を訪問し、壱岐の海岸清掃活動を実
施しようかと計画をしておる段階です。壱岐を訪問し、海岸
の漂着ゴミから海洋問題を考える機会とすることでSDGｓを
推進していく活動にもつながり、また、同じ地区でありなが
らも、地理的な問題より、なかなか交流ができない壱岐高
校インターアクトクラブとの交流も深めていきたいと考えて
おります。
　最後に、今年度より、従来の表彰規定を変更することとい
たしました。従来は、書面での活動記録を基に、地区委員の
みで選考としておりましたが、今年度より、活動記録動画を
作成していただき、その動画を各提唱ロータリークラブの
インターアクト委員長の皆さま、そして、インターアクトクラブ
のアクターにも、評価をしていただき、皆さんの評価を基に、
その年、一番素晴らしい事業には、「インターアクト・オブ・
ザ・イヤー」として表彰いたしたいと思います。みんなで活動
を共有し、切磋琢磨し合うことで、インターアクトクラブの今
後の活動が、益々、活性化していくことを期待し、1年間、活
動をしてまいります。

RYLA・青少年育成委員会  委員長　川崎 和子（久留米北RC）

　RYLAは、Rotary Youth Leadership Awardsの頭文字
で、「ロータリー青少年指導者養成プログラム」と訳され
ています。つまり、地域における将来のリーダーを育成す
ることを目的としています。

　5月21日に開催された地区研修・協議会におきまして
は、RYLAプログラムの概要および２７００地区における
RYLAセミナーの実績動画を視聴いただき、RYLAの基

本的な考え方や具体的な取り組みについて理解を深め
ていただきました。

　迎える２０２２-２３年度においては、引き続き「２０２２－２
３年度第３９回RYLAセミナー」を開催して、次代を担う青
少年指導者の育成のため委員会メンバー全員で活動を
おこないます。

　コロナ禍により三年連続でセミナーが開催できてお
りませんので、今年度は何としても実現すべく、また、
RYLAセミナーとして初めての多様性社会との関わり方
をテーマに掲げ次世代のリーダーが考えるべき課題に
ついて議論を深める予定としております。

〈具体的な活動方針〉
1.　RYLAセミナーを継続開催する
2.　RYLA活動活性化のための普及活動を進める
3.　全国RYLA研修会による情報の収集と発信を行う

〈具体的な活動計画〉
1.　委員会開催（年間１０回予定）
2.　第３９回RYLAセミナーの開催（来年５月開催予定）
3.　全国RYLA研修会への参加

青少年交換委員会 委員長　大島 弘三（鳥栖RC）

　当委員会分科会ではまず、井手パストガバナーより事前
に収録いただいたカウンセラーの挨拶のちに、以下の項
目及び内容について説明いたしました。
　　
・2022-23年度 委員会委員の紹介
・2022-23年度　派遣予定学生及び来日予定学生の紹介
・ロータリー青少年交換とは
　参加する学生はもとよりこの事業に携わるすべての人々
が異文化に接する機会を得ることで国際相互理解、平和
の推進を目的とする国際ロータリー公式プログラムの一
つです。
・ロータリー青少年交換における組織
・青少年と接する際の行動規範に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべて
の青少年のために、安全な環境をつくり、維持するために
努力しています。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、そ
の他のボランティアは、最善を尽くして、接する児童や青少
年の安全を守り、肉体的、性的、精神的虐待から彼らを保
護しなければなりません。

・コロナ禍による影響
 RIより2年間の対面よる交換停止、2022年7月より再開決
定、日本では34地区16地区のみ再開、当地区では7名を派
遣・受入れます。
・ロータリー青少年交換の種類
　長期交換・短期交換について説明。
・短期交換についてアンケート調査について
　クラブによる短期交換にあたる事業の顕在化、姉妹友
好クラブ締結の関係から10クラブが実施を確認。
・地区間災害時（等）相互支援協定
　子どもたちの安全を第一に隣接地区との協定締結に向
け進めています。
・地区大会におけるウクライナ支援募金について
　大会参加の会員の皆様より50万円超える募金が集まり
ました。誠にありがとうございました。
　6/11壮行会開催にあわせて、国連UNHCR協会の職員
にお越しいただき直接贈呈、公共イメージアップに繋がれ
ばと報道機関各社にプレスリリース投込み。(後日談：残念
ながら取材無し)
・２０１８－１９年度交換プログラムの実績
　１２８の国と地域、490地区、5,768クラブ、9,333名の交
換学生が参加
・ロータリー青少年交換プログラムの歴史
・青少年交換の流れ（しくみ）
・YESS（Youth Exchange Support System）について
・当委員会におけるロータリー青少年交換プログラムの
一年
・青少年交換プログラムの効果
　学生は1名ですがクラブ、ホストファミリー、クラスメイト、
地域に対してその影響は広範囲に及びます。また、来日・
帰国時、市役所への表敬訪問など地元メディアに取上げ
ていただくことでクラブの公共イメージアップに繋がるも
のと考えます。
・ロータリー青少年交換学生募集について
 この月信の27ページに来年夏の出発となる2023-24年
度派遣交換学生の募集要項を記載しています。
　
　昨年に続きリモートによる地区研修協議会・分科会と
なりました。参加の皆さまに伝わっているかどうか不安の
まま時間が過ぎて行き、最後には参加者全員と意見交換
する事ができましたがやはり対面の方が良いです。

皆様にお願いしたいこと
　このロータリー青少年交換は数あるロータリー奉仕プ
ログラムで、ロータリアンの子弟が参加できるプログラム
となっています。
　是非、多くのクラブにスポンサー・ホストとしてのご参加
をお願いするとともに、当地区７つのグループからそれぞ
れ1名以上のご応募をお待ちしています。

　なお、2 7 0 0 地区当委員会のホームページ
（http://rye2700.org/）にほぼ毎月、委員会の活動をアッ
プしておりますのでご覧いただけますと幸いです。

ロータリー財団委員会  委員長　中村 光（宗像 RC）

　西島ガバナーのもと新年度がスタートいたしました。今
年度よりロータリー財団委員会も委員長が交代しまして
宗像ロータリークラブ所属 中村 光が務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
　５月２１日（土）に２０２２-２０２３年度の地区研修協議会が
開催され、ロータリー財団委員会も地区内6０クラブの会
長・幹事はじめクラブ役職者へ今年度の方針等を発表さ
せていただきました。
　当日、私は全体会で今年度のロータリー財団の方針時
発表、並びにロータリー財団分科会でロータリー財団の
役割等、会長部門にてポリオ撲滅へ向けての協力要請な
どお話しさせていただきました。また社会奉仕委員会分
科会では村上哲二委員（行橋みやこ）が地区補助金と奉
仕デー申請について説明させていただきました。
　今年度はRIからの要請によりポリオり患者が世界であ
と数人になったためポリオ撲滅に向けて10/24世界ポリ
オデーを軸にイベントの開催を要請されています。ポリオ
デー行事への参加・実践を起爆剤としてグループ・クラブ
の活性化を行っていただければと思います
　各クラブ、グループに対して様々なプロジェクト要請が
されていますがポリオ撲滅へのイベントに対しては無理の
ない範囲行っていただければと思います。毎年各クラブ等
で行われていますゴルフコンペ、コンサート、オークション
などをポリオ撲滅チャリティイベントとして行っていただけ
ればと思います。同時に広報していただきポリオという病
気、撲滅への重要性など周知をおねがいします。
　ポリオのない世界まであと少しです。さらなるご協力を
お願いいたします。

　皆様からご寄付は世界中で役立っております。自クラブ
で補助金申請することにより直接奉仕プロジェクトを実施
することもできますのでお役立てください。詳しくは年2回
地区財団セミナーを開催しご説明させていただいており
ますのでご参加お願いいたします。
　2700地区の寄付目標は　年次基金 150ドル/人　ポリ
オ 30ドル/人 合計180ドル/人　ポールハリスソサエティ
（PHS）推進（会員数10％）でございます。ロータリー財団
の意義・趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願
いたします。

カウンセラー
ロータリー米山記念奨学会 理事　吉田知弘（福岡東RC）

部門長
地区米山記念奨学委員会 委員長　島 信英（久留米東RC）

１．　RI第2700地区所属の各クラブより，クラブ米山委員
長に御出席いただき，部門別会議として米山記念奨学
部門協議会を開催いたしました。
　昨年に続き，他の部門と同じく、オンライン会議形式
により行われましたが、必要な情報の伝達に大きな支
障はなく、充実した会議を持つことができました。企画
を担われた皆様には、大変な御苦労があったことと思
います。心よりの感謝を申し上げます。
　さて、この会議の行事報告としては，「委員長より90
分をかけて奨学事業の概要とクラブ委員長の役割につ
いてレクチャーをした。」ということに尽きます。しかし、
せっかくの紙幅をただの行事報告にしてしまってはもっ
たいないので、少しだけその内容に踏み込み、なぜその
ようなレクをするのか、どのようなレクをしたのかをお知
らせして、広くロータリアンの皆様へのアナウンスとした
いと思います。

２．　米山記念奨学事業は、日本のロータリーのシンボル
である米山梅吉先生の遺徳を顕彰し、東京ロータリー
クラブの提唱により開始された国際奉仕事業であり、
やがて日本のロータリー独自の全地区合同奉仕事業
へと成長しました。1967年には事業が法人化され、これ
以来、既に50有余年の歴史を備えております。この間、
累計129の国と地域、22,267人の奨学生を支援してき
ました（2021年7月現在）。
　このように非常に息の長い取り組みとなっているの
は、全国34地区から選出されたロータリアンの指導の
下に奨学会本部を組織し、ここで全国共通の基本フォ
ーマットを定めて、これを支えとしながら事業運営を行
っていることによります。このため、クラブの皆さまには、
その基本となる「仕組み」を押さえ、定められたフォーマ
ットを実践する意義を理解していただくことが重要です。
これが「レクチャー」を基本とするゆえんです。

３．　クラブの米山委員長は、①この米山奨学事業の意義
と仕組みを理解した上で、②米山奨学事業の意義をク
ラブの会員に啓発し、③寄付の増進に努めることにあ
ります。取り分け寄付の増進については、クラブの中で
中心的な役割を担っていただく必要があります。
　このため、部門別会議では、米山奨学事業の仕組み

と成り立ちをお話しし、①世話クラブ・カウンセラー制
度を支えとして、奨学生を学問を究めた知日家・親日家
に育て、国際平和と親善の懸け橋として世界に羽ばた
かせることを狙いとすること、②そのために世話クラブ
を通じた奨学生との交流が最も重要であることを理解
していただきました。
　その上で、奨学事業がロータリアンの寄付を唯一の
支えとしていること、このため地区ごとの寄付実績によ
り奨学生の地区への割当数が変わること（実績次第で
「競り勝ち・競り負け」があること），ロータリアン個々人
が「自分の事業」として自発的に参加することにこそ意
義があることをお話しし、クラブへの事業の意義の啓発
と寄付増進への支援をお願いしております。

４．　このように奨学生数の地区割当てが「競争」であるこ
とを踏まえつつ、当地区の寄付実績の現状と当年度の
目標をご説明しました。各クラブの寄付実績を一覧表
にして配布し、それぞれのクラブの現状をご認識いた
だくようにお願いしました。
　当地区の寄付実績は、長く低迷状態が続いておりま
したが、18-19年度に寄付実績を大きく増進させており
ます（同年度個人平均寄付額の伸び率全地区1位）。特
に、特別寄付者割合において、統計開始以来の定位置
であった全国最下位を脱出して最下位グループから頭
ひとつ抜け出したこと、コロナ禍に翻弄された20-21年
度においても、寄付実績に大きな崩れがなく、寄付実
績には既に底堅さが認められることなどをお話しして
おります。
　この寄付率低迷の克服に大いに役立ったのは、小口
寄付封筒の活用を各クラブに促し、多くのクラブで採用
していただいたことにあります。まだ採用されていない
クラブがありましたら、是非とも採用をご検討いただき
たく思います。

５．　ロータリアンの皆様にお願いしたいのは、米山の寄
付は10万円単位でないと受け付けてもらえない」とい
う「誤解」に早く気づいていただくことです。極端に言え
ば「1円」からでも寄付はできますし、その実績はロータ
リー年度を超えてカウントが引き継がれます。毎年少額
の寄付を重ね、5年、10年をかけて功労者となることも
可能です。例え1,000円の寄付でも、特別寄付者として
は米山功労者と同じく「1人」としてカウントされ、クラブ
と地区の実績に貢献できます。
　詳しいことは、クラブの委員長にお話ししました。そ
れぞれのクラブで米山委員長より直接お話しを聞いて
いただきたく思います。そして、米山奨学事業について
語る機会を多く持つことで「自分の事業」としての自発
的な参加意識を育んでいただきたい、そのように願って
おります。

【地区研修協議会における部門別会議の報告】
ローターアクト委員会 委員長　青屋 信作(福岡東RC)

　先般の地区研修協議会部門別会議に参加していただい
た各クラブのローターアクト委員長の皆様、本当にありが
とうございました。また活発なご意見をいただけたことに
感謝申し上げます。ローターアクト委員会に関しては、様々
な事項の変更に対応していく為に、更に皆様のご協力が必
要と考えております。
　今回は2700地区ローターアクト代表 福岡城西ローター
アクトクラブ所属の森下優君にも参加してもらい活発な
意見交換等が行えたと思います。
　会議の中では、1年間のローターアクト活動予定に関して
ご説明させていただきました。また、最近の問題点などを共
有させていただいたうえで、今年度の活動基本方針を以下
のようにしております。
　「世界中の若者が担う役割とその時代にあった行動力は
非常に大きくなっています。ローターアクトが果たすべき役
割をしっかりと考え、学び、社会奉仕と国際奉仕を通じて行
動できるように協力して進んでいきます」
　ローターアクトのみんなが、活動方針を遂行するため、1
年間しっかりとサポートしていきたいと思います。
　今年度に関しても一層のご理解とご協力を宜しくお願い
致します。

地区ローターアクト 代表　森下 優(福岡城西RAC)

　先日の地区研修協議会部門別会議に参加させて頂きあり
がとうございました。また、各クラブのローターアクト委員長
の皆様、様々 なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
　本年度よりローターアクトクラブはRIへの人頭分担金が発
生する等、世界から求められるアクト像も変わり、立ち位置が
大きく変わってきます。また、会員数の減少によりこれまでと
同様の活動はしにくい状況にあります。その為、今一度在り
方を見直すべく、当日は私たちの想いをお伝えし、皆様からご
意見を伺いローターアクトの新しい形を討議しました。奉仕
を通じて一生涯の友人を作り、世界を牽引する人材となると
いうローターアクトの本質は変わりませんが、我々 青少年らし
く、よりアクティブに、より対外的に活動し世界へ貢献して参
ります。
　今後も変革を恐れず前へ前へと進んで参ります。引き続き
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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　２年間の懸案であった第７回日台ロータリー親善会議・福
岡大会を去る５月６日に福岡と台北をオンラインで結んで開
催することができました。
　日台両国の「ロータリー親善会議」は２００８年の第１回東
京会議で始まり、ほぼ２年おきに両国で交互に実施してきま
したが、２０２０年３月に開催予定であった第７回福岡大会が
コロナ禍で中止となり、このまま絶やすわけにはいかないと
いう大島英二親善会議総裁の強い思いで「つなぐ・連接」を
テーマに開催することとなったものです。
　台湾会場には、邱秋林台日国際扶輪親善会理事長をは
じめ、幹部の皆さんが集い、福岡会場のホテルニューオータ
ニ博多には、大島総裁をはじめ約１５０人の日本のロータリ
アンに加えて、謝長廷駐日台湾大使と陳銘俊福岡総領事に
出席いただきました。
　国際会議は、開会点鐘と、実行委員長の開会の辞のあと、
服部誠太郎福岡県知事からお祝いのビデオメッセージがあ
り、続いて大島総裁から開催が実現できた感謝の挨拶があ
りました。台湾会場からは邱秋林親善会理事長からオンラ
イン参加になったお詫びと、ワクチン不足の際に日本から大
量のワクチンを無償提供してもらった事への感謝の念を「ま
さかの時の友が真の友」という言葉で示して頂きました。ま
た謝長廷駐日台湾大使からは、自身が台北の大同ロータリ
ークラブを創設したパストガバナーであり、ロータリアンに
親しみを感じていることと、両国が深刻な災害に見舞われ
た際、お互いに助け合い台日間の「善の循環」を形成し、世
界的な美談になっていることを紹介されました。
　続いて若林英博 第7回日台ロータリー親善会議議長から、
日本ロータリー近況報告があり、その中で次回の台湾での第８
回会議には家族と共に是非参加したい気持ちを述べられました。
そのあと日台ロータリー親善会議・総裁交代セレモニーが実施
され、東京新都心ロータリークラブ所属の吉田雅俊総裁エレク
トから日台親善会議維持発展に対する力強い挨拶がありました。
　会議の最後に蔡衍栄台日国際扶輪親善会副理事長から、
オンラインでビデオを活用した映像でのわかり易い近況報
告があり、式典を修了しました。
　第２部の福岡会場での懇親会は、博多券番の踊りに加え、
日台双方で活躍する里地帰氏の二胡演奏とマジックショー
などを楽しみ、次回台湾での第８回大会開催の大きな推進
力となったように思います。
　結びに、本大会開催にご尽力いただいた大島総裁をはじ
め、福岡大会実行委員会ほか関係者の皆様に心からお礼
を申し上げます。

　この度、延期となっていた第7回日台ロータリー親善会
議・福岡大会をコロナ禍のなか、福岡の会場と台湾の台日
国際扶輪親善会 邱秋林（Computer）理事長をはじめ、幹部
の皆さんをオンラインで結び開催する事ができました。
　会場のホテルニューオータニ博多には、日台ロータリー
親善会議の役員、RID2580の皆様をはじめ全国各地からお
越しいただいた約１５０人の日本のロータリアンに加えて、来
賓の台湾大同扶輪社チャーターメンバーでパストガバナー
でもある謝長廷駐日台湾大使と陳銘俊福岡総領事にご臨
席を賜り、謝大使には祝辞もいただきました。
　今日の私と台湾とのご縁をつくっていただいたのは故末
永直行パストガバナーでした。
　私が2700地区ガバナーノミニー、エレクト時代に末永氏
の事務所によくお邪魔したものです。1999-2000年度のガ
バナーエレクト研修の為、アナハイムでの国際協議会へ出席
の挨拶に伺いました際、「今度、台湾から初めてのＲＩ理事に
黄其光さん（ゲイリーC.K.ホァン）、ニックネームはゲイリーと
いう素晴らしい方が就任されているので、是非会ってこられ
たら如何ですか」と、話してくれまして、その言葉を胸にアメ
リカへ向かいました。
　理事会終了を待ってその後、国際ロータリー会長
（2014‐15年度）となるゲイリー氏と挨拶を交わしたその時
から台湾の皆様とのご縁が広がり、今日を迎えております。
　これまでの台湾の皆様の交流のつみ重ねと日台ロータリ
ー親善会議初代総裁の前川昭一パストガバナー
（RID2580）とのご縁により福岡での日台ロータリー親善会
議の開催につながったものと考えますと、今回の福岡大会
のテーマは「つなぐ」であり、たいへん感慨深いものがあり
ます。
　今回、本年度の開催を決断いただいき実行委員長を務
めていただきました貫ガバナー、2020年3月6日開催に向け
取組んでいただいた地区内17RCを中心とした第一次実行
委員会の皆様、今回福岡大会開催実現に向けてけん引して
いただいた第一次実行委員長の灘谷パストガバナー（福岡
平成RC）、事務局長倉重様（福岡西RC）、会場運営担当吉次
様（福岡城西RC）並びに福岡南RC、福岡平成RCの皆様をは
じめご協力をいただきましたすべての皆様に心より感謝を
申し上げます。
　結びとなりますが、これからもこの絆を更につないでいた
だき日本と台湾のロータリークラブのますますの発展なら
びに、両国の繁栄と世界平和を心より祈念申し上げ、お礼の
辞といたします。誠にありがとうございました。

第7回 日台ロータリー親善会議

開催のご報告

第7回日台ロータリー親善会議
実行委員長

貫  正 義
（2021-2022年度ガバナー  福岡南ＲＣ）

福岡大会開催のお礼

日台ロータリー親善会議
総裁

大 島  英 二
（2000-2001年度ガバナー  鳥栖RC）

□2022年5月6日（金）16：00～　□ホテルニューオータニ博多 4F 鶴の間

2会場
リモート開催

福岡会場
台湾会場
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 2022-2023年度 国際ロータリーのテーマ

イマジン ロータリー  ‒ Imagine Rotary ‒



貫ガバナー挨拶

親善会議のようす

服部福岡県知事挨拶
（ビデオ収録）

謝台北駐日経済文化代表
處代表（大使）

大島ご夫妻を囲んで 締めは「博多祝い歌」パストガバナーを囲んで

台湾に向け手を振る2580地区のロータリアン退任される大島総裁へ
吉田総裁エレクトから花束贈呈

邱台日ロータリー親善会議
理事長挨拶（リモート）

ゲイリー・ファン元RI会長
挨拶（リモート）
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１．対象学生
①ロータリー第2700地区内（福岡県、長崎県の壱岐・対馬
地区、佐賀県の鳥栖地区）に居住する、出発時に満15歳
以上18歳6ケ月までの生徒（通常、中学３年及び高校１年、
2年で応募される生徒は派遣対象年齢の範囲内となり
ます。）
②出発時に地区内の高等学校に在籍中であること、また成績
が学年中1/3以上であること

２．派遣国
アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ドイツ、フランス、
スイス、台湾、イタリア（過去10年間の実績）

３．派遣期間
出発より約1年間。出発は2023年７月～８月（予定）
（派遣先でホームステイをしながら、現地の高等学校に１年
間通学します。）

４．派遣費用
⑴ロータリークラブが負担するもの
滞在地でのホームステイ費、学費（授業料）、交通費、お小遣い
（月１万円程度）
【派遣先での生活】
ロータリアン（又はその関連）の家庭にホームステイし現地
の高校に通います。
滞在費、学費にかかる経費はホストクラブが負担します。
又、毎月のお小遣い（約100米ドル程度）が支給されます。
その他の個人費用は本人の負担となります。派遣期間中は
ホストクラブが責任をもってお世話します。
⑵交換学生が負担するもの
出発までの1年間のオリエンテーション経費・ロータリー制
服（ブレザー）等代（12万円）、派遣先までの往復旅費（国に
より15万～40万円程度）、ロータリー基準を満たす各種
保険費用（12万円～20万円）、ビザ取得費用、派遣先での
研修旅行費（旅行の参加は任意）、その他個人的な費用。

５．応募条件
①居住地近くの2700地区内RCからスポンサークラブとして
の推薦が得られること
②出発時に第2700地区内の高等学校在籍中であること
③通学中の高等学校（又は中学校）長の推薦（留学の承認）
が得られること
④留学生の家庭で、来日する学生のホストファミリー（3ヶ月
程度）をしていただけること
⑤特に英語の能力レベルは問わないが、外国語や外国文化
の習得、国際親善の推進に意欲を持っていること
⑥出発前、毎月１回（土曜午後）のオリエンテーションを最優先
として出席すること
⑦合格後、速やかに留学生の書類を作成するためにノート
パソコンを確保すること
⑧１年間の海外留学に耐えられる精神力と体力を保有すること
 

６．注　意
　この交換留学制度は、青少年の国際理解の増進による世
界平和の実現を目指しロータリークラブの国際的な協力によ
り、ボランティアで行われています。一般の語学研修留学等
とは異なる点がありますのでご了承ください。

①派遣国の希望は伺いますが、希望に添えないことがあり
ます。派遣国は選考試験合格後、10月～11月に当委員会
が決定します。（必ず希望国、英語圏に留学できるとは限り
ません。）
②派遣前の１年間、派遣中の１年間、派遣後の１年間程度、
「ロータリーファミリーの一員」として、指定されたロータリ
ーの行事に参加しなければなりません。
③帰国後はロータリー交換学友（ROTEX）として来日学生の
支援等の活動にご協力いただきます。

※別にスポンサークラブの対応要件等ございます。詳しくは下
記の2700地区青少年交換委員会のホームページをご熟読
いただきますようお願い致します。　http://rye2700.org/

７．応募締切
2022年８月31日（応募書類等必着）

８．選抜試験
選抜試験を実施します。
2022年9月17日（土）PM13:00
〔試験内容〕
一般常識、英語、小論文、本人面接、保護者面接
〔受験料〕 8,000円（当日持参）
〔試験会場〕 TKP博多駅前シティセンター
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル 8F　TEL 092-433-2833

９．応募方法
　まず、各スポンサークラブの推薦（面接等を終えてスポンサ
ークラブのＯＫが出てから）を受けた後で、「青少年交換学生
の申し込み及び学生情報フォーム」からすべてのデータを入
力してお申し込みください。
　その後、その他の応募書類を必ず期限内に下記まで郵送し
てください。

10.募集人員 8～10名

11.問い合わせ先（メールでお問い合わせください）
国際ロータリー第2700地区 国際青少年交換委員会
E-mail：office@rye2700.org

12.応募書類提出先
〒841-0055 佐賀県鳥栖市養父町38番地
 株式会社 大島組内
 国際ロータリー第2700地区　　   
 国際青少年交換委員会 事務局 あて

国際ロータリー 2700 地区
23-24  ロータリー青少年交換学生募集
2023 年８月から 2024 年７月に派遣する交換学生を募集します

COVID-19の影響により子供たちの健康と安全を最優先に交換停止となっておりましたが、この夏3年ぶりの再開と
なりました。多くのご応募をお待ちしております。　このプログラムはロータリアン関係者の子弟でも応募可能です。

是非、スポンサークラブとして交換を希望する生徒の受入れ（推薦）をお願い致し
ます。 当地区７グループよりそれぞれ1名以上のご応募いただきたく存じます。ロータリークラブの皆様へ

 2022-2023年度 国際ロータリーのテーマ

イマジン ロータリー  ‒ Imagine Rotary ‒
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(6/7現在)

豊 前 3 85.20 33 3 0 0 30 3 3 6 -3 26.67 39
豊 前 西 3 77.43 9 1 0 0 9 1 0 0 0 44.44 11
苅 田 3 69.68 34 3 0 0 34 3 0 0 0 74.29 39
田 川 3 99.01 39 3 0 0 38 3 0 1 -1 34.21 50
行 橋 4 85.99 48 6 0 1 45 6 0 3 -3 51

*衛星クラブ 0 ー 0 0 0 0 10 3 10 0 10
行 橋 み や こ 3 72.42 54 4 0 0 51 4 0 3 -3 100.00 61
　　計　　(6ＲＣ） 19 81.73 217 20 0 1 217 23 13 13 0 60.29 251

小 倉 3 83.56 65 1 0 0 70 1 10 5 5 20.00 73
小 倉 中 央 4 87.93 38 12 0 0 40 13 4 2 2 80.49 40
小 倉 東 3 96.00 95 4 0 0 101 5 11 5 6 32.67 105
小 倉 南 3 97.60 60 0 1 0 61 0 5 4 1 22.95 65
小 倉 西 3 83.53 41 1 1 0 42 2 2 1 1 2.44 50
門 司 4 93.86 30 3 0 0 32 2 5 3 2 6.25 35
門 司 西 3 81.83 40 2 0 0 39 2 2 3 -1 33.33 43
戸 畑 3 83.16 22 2 0 0 21 2 1 2 -1 38.10 22
戸 畑 東 4 85.53 23 2 0 0 26 2 4 1 3 19.23 26
若 松 3 90.42 20 4 0 1 19 4 0 1 -1 47.37 22
若 松 中 央 3 75.66 25 2 0 0 24 2 0 1 -1 29.17 27
　　計　　(11ＲＣ） 36 88.30 459 33 2 1 475 35 44 28 16 30.18 508

飯 塚 4 96.18 74 0 0 1 70 0 3 7 -4 16.90 84
直 方 3 89.55 38 3 0 0 38 4 2 2 0 36.84 43
直 方 中 央 3 97.71 31 5 0 0 32 5 1 0 1 100.00 35
遠 賀 4 76.33 48 4 0 1 46 4 0 2 -2 41.30 52
八 幡 4 85.29 49 6 0 0 51 5 5 3 2 21.15 54
八 幡 中 央 3 97.35 52 2 0 0 55 2 6 3 3 56.36 60
八 幡 南 3 85.21 47 1 0 0 49 1 5 3 2 32.65 52
八 幡 西 3 86.30 45 0 1 1 50 0 7 2 5 26.00 51
　　計　　(8ＲＣ） 27 89.57 384 21 1 3 391 21 29 22 7 41.40 431

太 宰 府 4 93.61 45 3 0 0 49 4 5 1 4 91.67 55
福 岡 3 85.60 120 3 0 2 128 2 20 12 8 61.42 135
福 岡 平 成 4 90.65 49 14 0 0 48 13 1 2 -1 79.17 56
福 岡 東 3 79.54 76 18 1 0 78 18 4 2 2 87

*衛星クラブ 2 87.33 10 1 0 0 11 1 1 0 1 15
福 岡 城 南 3 100.00 48 8 1 2 51 9 6 3 3 36.00 57
福 岡 南 3 78.33 87 0 1 0 95 0 9 1 8 86.41 100
福 岡 東 南 3 78.26 71 9 1 0 74 9 7 4 3 74.32 79
博 多 イ ブ ニ ン グ 3 82.75 55 12 0 0 56 12 2 1 1 100.00 60
宗 像 3 78.17 40 4 1 0 44 5 5 1 4 50.00 50
対 馬 3 74.85 19 3 0 0 19 3 0 0 0 5.26 22
　　計　　(10ＲＣ） 34 83.66 620 75 5 4 653 76 60 27 33 65.39 716

福 岡 中 央 4 83.44 51 0 0 0 48 0 2 5 -3 55
*衛星クラブ 2 94.72 11 1 0 0 11 1 2 2 0 15

福 岡 イ ブ ニ ン グ 3 64.60 38 4 0 0 34 5 1 5 -4 67.65 45
福 岡 城 西 4 91.27 115 0 1 0 111 0 4 8 -4 20.72 120
福 岡 城 東 3 82.63 25 2 0 0 25 2 0 0 0 11.54 28
福 岡 北 3 93.42 61 0 1 0 64 0 6 3 3 28.13 70
福 岡 西 4 72.71 139 0 1 1 145 0 15 9 6 30.82 145
博 多 4 86.37 57 0 0 0 54 0 3 6 -3 64.81 60
壱 岐 4 91.04 41 1 0 0 42 2 2 1 1 52.38 46
壱 岐 中 央 3 84.95 26 0 0 0 26 0 1 1 0 61.54 29
糸 島 3 89.58 55 1 0 0 58 1 3 0 3 53.45 60
　　計　　(10ＲＣ） 37 83.53 619 9 3 1 618 11 39 40 -1 46.05 673

甘 木 4 93.16 56 1 1 0 58 1 2 0 2 39.66 60
久 留 米 3 81.55 86 3 1 0 84 3 5 7 -2 32.53 90
久 留 米 中 央 4 99.58 41 2 0 0 42 3 1 0 1 33.33 45
久 留 米 東 4 84.26 73 6 1 0 74 6 5 4 1 27.03 79
久 留 米 北 3 90.15 66 6 2 0 74 7 11 3 8 10.81 77
小 郡 3 88.34 51 1 3 1 52 1 6 5 1 38.46 58
鳥 栖 3 91.51 61 3 0 0 65 3 6 2 4 30.77 68
浮 羽 3 82.66 41 1 0 0 40 0 3 4 -1 25.00 48
　　計　　(8ＲＣ） 27 88.10 475 23 8 1 489 24 39 25 14 29.70 525

筑 後 3 100.00 28 0 0 0 26 0 1 3 -2 42.31 30
久 留 米 南 部 2 88.89 6 0 0 0 6 0 0 0 0 100.00 8
大 川 3 91.23 37 0 0 0 41 0 5 1 4 95.12 40
大 牟 田 4 86.38 59 2 1 0 59 2 4 4 0 51.72 65
大 牟 田 北 3 72.13 38 1 0 0 44 2 6 0 6 40.48 41
大 牟 田 南 3 90.58 24 0 0 0 24 0 1 1 0 29.17 29
八 女 3 82.57 23 2 0 0 24 3 2 1 1 8.33 28
柳 川 3 81.23 51 5 0 1 46 4 1 6 -5 52.17 61
　　計　　(8ＲＣ） 24 85.01 266 10 1 1 270 11 20 16 4 52.41 302

My Rotary登録率

累計出席率 会員数 (内女性） 入会 退会 末日会員数 （内女性） 入会 退会 増減 (6/7現在)

61 85.70 3,040 191 20 12 3,113 201 244 171 73 46.49 3,406

＊衛星クラブ　：　福岡東令和あけぼの　　福岡中央ｴﾝｼﾞｮｲ     行橋COSMOS

22年7月1日
目標会員数

5

69.49

6

7

総計
クラブ数

当月 期首からの累計

1
82.14

2

3

4

69.66

22年7月1日
目標会員数会員数 （内女性） 入会 退会 末日会員数 （内女性） 入会 退会 増減

★　5 月度　会員数増減・累計出席率・My Rotary登録状況  ★

グル
ープ

クラブ名 例会数
当月末

累計出席率

期首 当　　月 期首からの累計 Ｍｙ Rotary
登録率

5 月度　会員数増減・累計出席率・My Rotary登録状況

2022-2023年度 第2700地区ガバナーメッセージ　ロータリー、継続活動と変化
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第2700地区ガバナー月信　編集委員会連絡所
月信担当／藤本新二　藁田二三男　花田憲司

連 絡 先／㈱ハーティブレーン　ガバナー月信担当／鹿山
 〒802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-15MOビル2F
 TEL.（093）533-3522　FAX.（093）533-3563
 E-mail ： rotary@heartybrain.com

国際ロータリー第2700地区

ガバナー事務所
〒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

事務局長　E-mail ： gocheef@2700rid.com
事務所　　E-mail ： ri2700go@2700rid.com
〈執務時間〉平日／9：30～17：00　土曜日・日曜日・祝日／休務

寄付認証者紹介（５月分）

５月新会員ご紹介  （17RC：20名）
グループ クラブ名 お 名 前

ご入会おめでとうございます。

甘 木
久 留 米
久留米東

久留米北

小 郡

大 牟 田

小 倉 南
小 倉 西
八 幡 西
福 岡 東
福岡城南
福 岡 南
福岡東南
宗 像
福岡城西
福 岡 北
福 岡 西

6

7

2

3

4

5

山根　蓉矢
今井　雄介
上村　正幸
石橋　哲也
中島由紀子
日比生一男
徳永　祐司
稲村　晴夫
小嶋　　久

村山　武司
迫　　和男
宇野　考典
渡部　　一
水野　博志
安恒　寿人
岩﨑　和人
杉山　智彦
宇野　浩道
稲谷　英城
味志　　聡

グループ クラブ名 お 名 前

（敬称略）

お 知 ら せ

ロータリーレート確認方法
My Rotary（https://my.rotary.org/jp）

▼
注目のリンク内の国際ロータリー為替レート

▼
該当月を PDF形式でダウンロード

● 壱岐中央ロータリークラブ
【例会場】 クロスポート武生水（むしょうず）
〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦122-8
TEL.090-3205-0171
※テレワークセンター利用で食事はお弁当のため、メークアップ
など御用の場合は事務局へご連絡をお願い致します。

● 甘木ロータリークラブ　【例会場】 ザ・センチュリーホール
朝倉市板屋1-1（福岡センチュリーゴルフ倶楽部内）　TEL.0944-56-1212
● 小郡ロータリークラブ　【例会場】 アルカディア久留米
久留米市宮ノ陣3丁目3－28　TEL.0942-30-0606
● 大牟田北ロータリークラブ　【例会場】 おおむたハイツ
大牟田市大字甘木1203-116　TEL.0944-58-3497

例
会
場
変
更

例
会
場・事
務
局
移
転

衛
星
ク
ラ
ブ
設
立

● 福岡南ファミリア
　 ロータリー衛星クラブ
福岡南ロータリークラブがスポンサー
となり、福岡南ファミリアロータリー
衛星クラブが2022年6月1月日付け
にてRI理事会より認可されました。

● 八幡ロータリークラブ
【例会場】 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル
 TEL.093-671-1131
【事務局】 〒805-8512 北九州市八幡東区平野1-6-1九州国際大学1号館3階 
 TEL.093-671-3223　FAX.093-671-3274
 E-mail：rc-yahata@ams.odn.ne.jp
  （電話・FAX・メールアドレスの変更なし）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

故　川口  栄一 会員
（柳川RC）

●逝去年月日：２０２２年５月９日
●ロータリー歴：５年２カ月
●享　　　年：６５歳

 

故　田篭  勝彦 会員
（小郡RC）

●逝去年月日：2022年5月3日
●ロータリー歴：40年5ヶ月
●享　　　年83歳

 

故　津田  穎彦 会員
（太宰府RC）

●逝去年月日：2022年４月７日
●ロータリー歴：４２年１ヶ月
●享　　　年：８６歳

 

故　金本  成大 会員
（大牟田北RC）

●逝去年月日：2022年6月21日
●ロータリー歴：12年5か月
●享　　　年：58歳

 

・月信１号３８ページ掲載の「危機管理委員会委員長」メールアドレスに
  誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。

訂正と
お詫び 誤　cmc@sk2.jp →　正　2700cmc@sk2.jp

右田　 和暉
平田　 秀逸
前川　 善一
内場 賢太郎
松岡　 功峻
尾形　 知文

金城　 一寿
田中　　 稔
森實　 貴幸
大坪　 和彦
蓮澤　 浩明
岩崎　 利幸
古海　 信春
東　　 重樹
入江　 秀雄
天野　　 裕

遠賀RC
門司RC
門司RC
糸島RC
小倉東RC
行橋RC

糸島ＲＣ
鳥栖ＲＣ
小倉東ＲＣ
大牟田ＲＣ
大牟田ＲＣ
直方ＲＣ
若松ＲＣ
福岡城南ＲＣ
福岡城南ＲＣ
小倉東ＲＣ

君
君
君
君
君
君

君
君
君
君
君
君
君
君
君
君

Multiple

Multiple
Multiple
Multiple

表彰回数 1
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