
　国際大会の最後に

ご挨拶出来るのを大

変光栄に存じます。

世界中から、数万人

の人々がここに集った

のは一つの理由、そ

れはロータリーの共通認識 “service above self” に

よってです。（会場大きな拍手）私達はこの 4 日間

互いの経験を共有し、その成功例を学び合いました。

私達はもっと多くの事を成し遂げようとここに集って

いるのです。ロータリアンであることは本当に素晴ら

しいことです。

　26 年前、私は地区ガバナーエレクトとしてミュン

ヘン大会に出席しました。

私達エレクトはそこからロータリーの歴史で最も大き

く素晴らしいポリオプラスのプログラムに取り掛かっ

たのです。今までやったことのない最大の募金活

動をしてこの地球上からポリオを撲滅しようと計画し

ました。それは全く未知の領域です。今思うと、これ

がこんなに時間がかかるものだとは思いませんでし

た。それは、短距離競走でもなくマラソン競技以上

でした。しかし、マラソンランナーは長くて厳しいレー

ス程、ゴールが見えた時、テープを切る時に大きな

喜びと誇りを感じます。私達はポリオプラスで多くの

事を学びました。ポリオについての知識は勿論、私

達自身やクラブ、地区、そして国際ロータリーに何

が出来るのかその力を知ったのです。そして、高い

目標を持てば持つ程、もっと多くの事が達成できるこ

とを知りました。私達がいつも高い目標を持つのはそ

のためです。私は、私の年度が、ポリオとの戦いに勝ち、

財団の新しい時代を迎えるというロータリーの歴史の

中で最高の経験をした年となると信じています。

　新しい財団のシステム、未来の夢計画が 7 月 1 日

から始まります。これは財団の新しい時代の幕開け

です。私達は今まで以上に柔軟性に富んだ対応が出

来るようになり、より長期的なより大きなプロジェクト

を実践できます。それはロータリーの手を離れても

効果が持続します。この新しい未来の夢計画がどん

なに立派で強力なものであっても、これを実践する

のは私達ロータリアン一人ひとりです。

　今年度、私は、ガバナーエレクトの皆さんに、個

人としての寄附をお願いしました。それが達成でき

たのです。世界中の 537 人のガバナーエレクト全員

が協力してくれたのです。次いで、クラブ会長エレク

トにも同じお願いをしました。全員とはいきませんが

11,000 人（およそ34,000 クラブ中）のクラブ会長

エレクトが応じてくれました。この総額は 490 万 US 

ドルにもなりました。

　寄付をされた会長エレクトの中には、寄付をする

のが始めての人もいました。

　しかし今、彼らは財団が自分達のものであることを

実感できたのです。私は全ての会員にここで同じこと

を言います。もっと多くの方が参加してくれれば、尚

一層財団を強力にすることが出来るのです。
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は違っているものです。私達はロータリーの会員から

　ロータリアンに変わることを経験してからここに居

るのです。

　あなたのロータリアンになった感覚・気持ちがどん

なものであったか、それを私（バートン）はあなたと

共有したいと思いますし、それを知らない人達にも

その気持ちを伝えることをお願いします。

　もし、今私達が変わらなければ後悔するということ

だけは伝えます。今の会員は殆どが中年か老人です。

もし、若者を入れなければ私達がいなくなるとロータ

リーも消滅します。ロータリーは中年の人達のもので

はありません。 1905 年にポールハリスはロータリー

を作りました。彼は同じ考えの人を集めました。

　その人達は同じ事に関心を持ち、同じ目標と同じ

理念を持っていました。ロータリーでは、すべて同じ

である必要はありません。今、ロータリーは様々なも

の、多様性を必要としています。この部屋を見回し

てください。色んな国の人、色んな言語、職業・経歴・

宗教も違います。そして、それぞれが違ったロータリー

の物語を持っています。ロータリーにはあらゆる人が

いますし、それぞれが違った才能を持っています。

ロータリーは人生のどんな時期でも、どんな職業の

人にも取り組めるようになっています。一層多くの行

動をさせてくれて、一層多くの生きがいを与えてくれ

ます。何故ならそれがロータリーの役割ですし、ロー

タリーが私達に与えてくれるものなのです。

2013－14 年は変革の時です。私達は今週この大会

でそれを確かめました。

　この大会が終わった後も、ここで学んだ素晴らしい

アイディアを忘れないで、ロータリーの奉仕に邁進し

ましょう。

　今こそ私達一人ひとりが行動する時です。私達に

は、ロータリーに没頭し、学んだアイディアに導かれ、

周りの人々をも巻き込んで勇気づけるという仕事があ

ります。一緒に行動しましょう。もっと強いロータリー

を作り、もっと住みよい社会を作るために。

“ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を”

　そして、ロータリーで奉仕すればするほど、自分

の人生を豊かに出来るのです。挑戦しましょう！そう

すれば全員が真のロータリアンになれるのです。

　ロータリーの素晴らしさは誰でも味わえます。私達

一人ひとりに沢山の奉仕の機会があります。その機

会は、財団のプロジェクトであったり、識字率の向上

のプログラムや青少年交換です。ロータリーに挑戦

すれば真のロータリアンになれるのです。ロータリー

を実践すれば心が温かく豊かになります。ロータリー

の魔法に掛るのです。自分は何故ロータリアンになっ

たのだろうと問いかけてみてください。それはあなた 

がロータリーを愛しているからです。つまるところ、

人生が最も豊かになったのはあなた自身なのです。

　そこで 私 は 2013－2014 年 度 RI テ ー マ を

“Engage Rotary Change Lives” とました。ロータリー

の会員数はこの 15 年間 120 万人であまり変わって

いません。

　私達はロータリーの発展のためには新しい会員を

増やすことがどんなに大切か語って来ました。しかし、

実際は毎年 12 万人もの多くの会員が入って来ます。

でも何故増強出来ないのでしょう。それは毎年 12 万

人の人が正面玄関から入り、同じ 12 万人が裏口か

ら出て行くからです。

　それは、バスタブに栓をしないで水を張ろうとする

のと同じ事です。そんなことをしても何の役にも立ち

ません。

　2015 年までには、会員数を130 万人にしましょう。

それは絶対に可能な目標です。もし、新しい会員を

入会させたら辞めさせないようにしなければいけませ

ん。そのためには、新しく入った会員にはロータリー

を実践させてください。

　そして、女性会員を増やす様に努力しましょう。もっ

と、色んな人々に入ってもらいましょう。年齢的にも

あらゆる世代を。彼らが満足して、いつまでも留まる

様にしなければいけません。例会の時間や場所に柔

軟性を持たせ、家族も参加してもらい、子供を例会

に連れてくることも歓迎しましょう。

　すべてのロータリアンはロータリーに入った理由が

違います。しばしば、入った時の理由と今居る理由
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　国際ロータリー（ＲＩ）は、２００以上の国と地域の３
万４３８０のクラブ（２０１３年３月３１日 RI 公式発表）
の連合体です。　
　ロータリークラブの会員は所属するクラブに入会金と
年会費を払い、クラブを通じてＲＩに人頭分担金を払い、
地区に賦課金（地区会費）を払っています。ＲＩの人頭
分担金は、年年増額され、本年度は年額５３ドルです。
　クラブは、昨年度まで最低１０人分をRIに払うことになっ
ていました。最低額を２０人に引き上げる案は1５人に
修正して規定審議会に提案されましたが、大差で否決に
なり、逆に最低１０人分負担など小規模クラブへの制裁
案はすべて否決になりました。「小さな地区や小さなクラ
ブもみんな頑張っている仲間だから平等に」に異論は少
ないのですが、会費が同額であれば平等と言えるので
しょうか？
　地区大会やＩＭなどを全員登録といって登録料を実際
の参加者とかかわりなく徴収した場合（これが慣例と思
います）通常参加者はクラブの会員数と同じ割合ではな
いので現実の参加者あたりの負担金は会員数の多いクラ
ブほど多額になり、全員平等になるのは稀だと思います。
　ＰＥＴＳや地区協（本年度からは地区研修協議会）で
地区会費を決める場合投票権のあるのは会長エレクトで
すが、全員１票で、会長エレクトの４分の３の賛成で承認
になります。
しかし、地区大会では選挙人の過半数で決します。　
そして選挙人は各クラブ平等ではなく、今度の地区大会の
場合は 7月１日にＲＩへ人頭分担金を払った人数によって
選挙人の数が変わります。
　会員が３７人以下のクラブは１人、３８人から６２
人まで２人、６３人から８７人まで３人、８８人から
１１２人までが４人です。
　今年の１月１日の数字では選挙人４人が１クラブ、
選挙人３人が３クラブ、２人が１５クラブ、選挙人１
人が３３クラブで、総数は７６人でした。（２５人～３
７人のクラブが１５で２５人未満のクラブは１８）この
結果地区内の３５クラブ（会員数３７人以下の全クラ
ブと３８人～６２人のクラブが２）が反対しても会員数
３８人以上の１７クラブが賛成だとするとクラブ数では

反対が賛成の２倍あっても可決になります。
　私が言いたいことは、この場面ではクラブは平等では
ないということです。次に同じ１票でもクラブ間には格差
があります。会員が３７人のクラブと１１人や１２人の
クラブではＲＩ・地区・ＩＭへの納付額は３倍ちがいま
す。お金は３倍払うのに同じ１票というのは国政選挙で
の１票の格差と同じ問題があると思います。
　今年の規定審議会に「２５人未満のクラブは地区大会
での投票権を与えない」という案がでていました。幸い
にも？否決されましたが、この案がとおれば選挙人１人
のクラブ間の格差も２倍以下になり、ある意味で不平等
が縮小されますが、反面会員が２５人未満の１８クラブ
は自己に不利な案に反対する権利さえもなくなります。
クラブは会員が多くても少なくても平等ということを強調
するなら極論として本年度地区予算でいえば全クラブが
一律年額７０万円払うべきだということになり、ＰＥＴＳや
地区協での権利（投票権）と義務（会費支払義務）が
相応するといえます。しかし、これではロータリアン間
の不平等が拡大します。
　ＲＩ（あるいはＲＩ理事会）は、ロータリアンの平等と
クラブの平等という両立できない課題についてある時は
クラブ間平等、ある時はロータリアン間平等でバランス
をとろうとしているのではないでしょうか？
「クラブは最低３０万円の地区会費を払う」という私の提案
は平等に反するから反対という見解が多数をしめました。
　この案は、地区会費を大幅に減らして全クラブの負担額
を例年より増額にならないようにしたうえでクラブ間の不平
等を少しだけ（８倍を６倍へ）是正しようとしたものです。
これまではガバナー月信や地区大会などの報告書を各ク
ラブにその会員数配布していましたから各クラブは支
払った会費に応じた部数がもらえました。
　しかし、本年度は冊子の配布をしないで会長幹事とク
ラブ事務局にメールするだけなので会員が多くても少な
くても地区の負担は同じですし、受益は各クラブ平等で
す。それなのに地区会費の額が最大（１８６万円）と最
小（２２万円）で８倍以上も違ってよいのかという問題意
識です。
　１１人のクラブが３０万円払うと一人当たり２万円では
なくなるから１５人以上のクラブの会員と差がでて不平等
だということは分かりますが、クラブとしては同じサービ
スを受けるのに会費が８倍も違ってよいのでしょうか？
地区大会の投票では選挙人の数に４倍の差をつけること
で会費の格差を半減しています。
「どこからみても平等」にするのは難しいことと現在平等
になっていないことをご理解下さい。

中井  眞一郎
2013-14年度 ガバナー

ロータリーの平等とは？　　　　　　　　　　　　
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第 2570 地区ガバナー　中井 眞一郎　様

　RI 理事会は先日会合を開き、あなたのガバナー予算として￥1,348,408を承認いたしましたので、お知らせいたします。 

　この予算は、ガバナーとしての基本的な経費を賄うためのものです。ガバナー予算が前年度よりも少なくなっている可
能性があります。これは、2013-14 年度に、走行距離に基づく経費支払いレートが上昇し、また地区数が増加したこと等
が要因となって、ガバナーの予算が全体的に減っているためです。ガバナー任務の遂行にあたり、承認された予算額が
十分でないと考えられる場合は、詳細な理由を添えて私まで直接ご連絡ください。追加予算の申請にあたっては、具体的
な計画とその必要予算をご提出いただき、事務総長とRI 理事会による承認を受ける必要があります。 

　ガバナー予算は計2回にわたって支払われます。1回目の支払いは7月に行われ、ここで予算の70％が支払われます。
2 回目の支払いは、ガバナーから経費報告書をご提出いただいた後に行われます。この経費報告書には、1 回目に支払
われた予算 70％の使途と残り30％分までの経費を記載してください。 

　2013-14 年度においては、GETSとガバナー補佐研修の実費経費の事前報告の如何に関わらず、一律で上記経費の上
限金額が支払われます。

≪第 2570 地区は、GETS:￥80,000 ／ガバナー補佐研修：￥134,841となります。≫

　従いまして、経費報告書をご提出いただく、2 回目の予算（予算の 30%）支払い時には各上限金額と実費金額との差
額が相殺されて支払われますので、ご注意いただけますようお願いいたします。

　なお、ガバナー予算の使途を国際ロータリーに報告することはガバナーの責務となっております。資金が地区の口座に
振り込まれた場合も、理事会の方針に基づいて経費報告書をご提出いただく必要があります。

　1 回目の支払い分（予算の 70％）のうち、経費報告書で使途が報告されなかった資金は国際ロータリーにご返金いた
だくこととなります。妥当な期間内にこの資金が返金されなかった場合、以後、ロータリーまたはロータリー財団の任命を
受ける資格を失うこととなります。

　経費報告書の提出締切日は 2014 年 7 月 31 日です。経費の報告や支払いに関するご質問は、RI クラブ・地区支援
担当室（http://www.rotary.org/ja/cds）までご連絡ください。

　末筆となりましたが、ロータリーにおけるご奉仕とご尽力に、心より感謝申し上げます。「ロータリーを実践し みんなに
豊かな人生を」もたらすため、今後とも皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

ローリー S. マッカーシー

会員担当ディレクター
国際ロータリー
ROTARY INTERNATIONAL
Laurie.McCarthy@rotary.org
+1-847-424-5289

ローリー S. マッカーシー様からのメール
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いざ往かん　往きてまだ見ぬ　山をみん
　この寂しさに　君は耐えうるや　　（若山牧水）

　私の６０年を超え、今尚つづく長いビジネスキャリアー。この歌を寂しく口ずさみ乍ら夜遅く、家路に急いだことが一体
何回あったろう。これに失敗したらいさぎよく会社をやめようと思いつつ。

　社会へ出て勤めている会社に大問題が起こる。自分の部署ではないからいいが、担当は大変だなと思い同情する。暫
くすると上司に呼ばれ、“君がやってくれないか” とお鉢が廻ってくる。「冗談じゃない」と峻拒するが、頼まれ、頼まれ、
結局引き受けたことがわが人生数え切れない程あった。それは今も続いている。

　“神はこの試練に耐えうる人にのみ解決を委ねる” という聖人の言葉が、今や大好きになってしまった。

　ロータリーの前途は多難である。世界もそうだが、とりわけ日本はその活性化を達成するに多くの難題を抱えている。
誰かが直さねばならぬ。

　直す人にとっては、第一の敵は仲間・友・先輩・後輩になる。
本人にとってそれは寂しさの極限といえる。正に、“この寂しさに君は耐えうるや” だ。

　でも、私達は立ち上がらなければならない。誰に頼むのではなく、先ず第一に自分が立ち上がるべきである。“独立自尊”
とは正にこのことをいう。

　真に人の先頭に立とうと思ったら、自らが少数意見であることを覚悟し、その為に起こるアンシャン・レジームの抵抗、
いわれなき誹謗・皮肉に些かもたじろいではならない。しかしいつもの仲好しの抵抗・不満程寂しいものはない。

　でも心配しない方がよい。改革が成功すればいつもの仲好しは知らぬ間に何食わぬ顔して君のそばに戻ってくる。

　さあ、皆さん、いざ往かん！

以下　略

いざ 往かん
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市川　伊三夫 様

2005-2006 年度第 2750 地区ガバナー（東京銀座 RC）
第 11回（2012 年）日韓親善会議実行委員長



13-14 年度地区予算と過去２年度比較表
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● 13-14 年度地区予算と過去２年度比較表【支出の部】

項 目

１　外部分担金 ①ロータリー連絡費 350,000 376,330 360,000

②ロータリー文庫連絡費 525,000 524,850 540,000

③外部会合登録料 1,000,000

外部分担金合計 1,875,000 901,180 900,000

２　地区管理運営費 ①地区大会運営費 5,000,000 14,000,000 14,400,000

②地区協議会運営費 1,000,000 1,644,530 1,692,000

③エレクト事業費（②以外） 1,000,000 4,773,219 1,700,000

④地区事務所運営費 8,000,000 14,486,654 13,468,000

⑤会議費および資料費 2,000,000 4,389,046 2,500,000

地区管理運営費合計 17,000,000 39,293,449 33,760,000

３　地区活動費 ①管理部門 危機管理委員会 10,000

諮問・指名委員会 10,000

財務委員会 10,000

研修委員会 100,000 228,598 200,000

拡大・増強委員会 100,000 251,650 250,000

広報・記録委員会 600,000 201,805 250,000

国際大会推進委員会 10,000

小計 840,000 682,053 700,000

②奉仕部門 職業奉仕委員会 100,000 543,185 700,000

社会奉仕委員会 300,000 476,887 800,000

国際奉仕委員会 2,000,000 453,191 450,000

新世代奉仕委員会 6,000,000 4,889,121 5,662,000

R財団委員会 950,000 897,153 950,000

米山奨学委員会 450,000 399,852 450,000

雑費 200,000 118,720 200,000

　 小計 10,000,000 7,778,109 9,212,000

2012-2013

予算額
款

区　　　　分
予算額

2011-2012

決算額

● 13-14 年度地区予算と過去２年度比較表【収入の部】

項 目

１　前年度繰越金 前年度繰越金 10,000 3,235,084

エレクト事務所繰越金 10,000

２　分担金 ロータリー分担金 35,000,000 66,830,900 50,760,000

３　補助金 10,000

４　繰入金 特別会計からの繰入金 1,551,063

５　雑収入 10,000 1,035,660 10,000

収収入合計 36,591,063 71,101,644 50,770,000

款
区　　　　分

予算額
2011-2012

決算額

2012-2013

予算額
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● 13-14 年度地区予算と過去２年度比較表【支出の部】( 続き )

項 目

３　地区活動費 ③地区義援金繰入金 10,000

④ＶＴＴ．GSE特別会計繰入金 2,500,000 700,000 700,000

⑤新世代活動基金繰入金 10,000

⑥危機管理委員会基金繰入金 10,000

⑦地区史誌編纂繰入金 10,000 200,000 200,000

⑧合同役員会費 2,732,927 1,500,000

⑨通信費 1,010,910 1,000,000

⑩ＲＬＩ研修委員会　※１ e-club研究委員会※１ 120,000 100,000

⑪東日本復興支援事業 10,000 17,000,000

地区活動費合計 13,390,000 30,223,999 13,412,000

４　予備費 4,326,063 0 2,698,000

５　次年度繰越金 0 683,016

支出合計 36,591,063 71,101,644 50,770,000

2012-2013

予算額
款

区　　　　分
予算額

2011-2012

決算額

※1  RLI 研修委員会は、2012-2013 年度は e-club 研究委員会費とした。

2011-2012 年度決算と 2012-2013 年度予算は本年度予算の項目にあわせて元の科目を

合計したり、案分した。
・「３ 地区活動費 ⑧合同役員会費」は、今年は「2  地区管理運営費 ⑤会議費および資料費」に含む。
・「３ 地区活動費 ⑨通信費」は、今年は「2  地区管理運営費 ④地区事務所運営費」に含む。
・RLI 研修員会費と e-club 研究委員会費は今年は研修委員会費に含まれる。



丸岡 只一
（享年 83 歳）

秩父 RC

1976 年 1月入会 在籍 38年

黒瀬 進
（享年 65 歳）

寄居 RC

1995 年 4月入会 在籍 18年
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謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈り申し上げます

財 団 ・ 米 山 表 彰

飯能 RC

吉田 武明

飯能 RC

宮前 英雄

皆野・長瀞 RC

細田 吉春山村 昭康

志木 RC

ベネファクター
米山功労者
4回

米山功労者・ロータリー財団
メジャードナー

マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー

小谷野 正弘

飯能 RC

マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー

丸岡 只一
（享年 83 歳）

秩父 RC

1976 年 1月入会在籍 38年

黒瀬 進
（享年 65 歳）

寄居 RC

1995 年 4月入会 在籍 18年

謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈り申し上げます

飯能 RC

前 英雄

野・長瀞 RC

細田 吉春
者・ロータリー財団
ジャードナー

マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー

小谷野 正弘

飯能 RC

マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー

し心からご冥福を

訃 報

新 入 会 員 紹 介

三木 茂治
東松山むさしRC

角田 淳
新所沢 RC

長谷川 修
熊谷西 RC

横田 博次
皆野・長瀞 RC

長内 英俊
所沢東 RC

東 良信
坂戸 RC

南須原 宏城
皆野・長瀞 RC

田中 幸男
新座こぶしRC

鐘ヶ江 穣
坂戸 RC

川本 RC

鈴木 一彦
ポール・

ハリス・フェロー

星野 進

秩父 RC

ロータリー財団
メジャードナー



標準ロータリー・クラブ定款の改訂について

ロータリーの目的「綱領」邦訳の改訂について
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規定審議会での改訂事項ではありませんが、「Object of Rotary」の訳が
「ロータリーの目的」（旧「ロータリーの綱領」）となり、その訳は以下の通り改訂されました。
『2013 年手続要覧』をはじめ、今後改訂される資料には新訳が掲載されます。
なお、英語の原文に一切変更はありません。

ロータリーの目的 （国際ロータリー定款、標準ロータリー・クラブ定款　第 4条）
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：

＊参考　旧訳

第 4条　綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、
特に次の各項を鼓吹、育成することにある。
第 1　 奉仕の機会として知り合いを広めること。
第 2　 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべき
　　　であるという認識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するた
　　　めに、その業務を品位あらしめること。
第 3　 ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適
　　　用すること。
第 4　 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の
　　　理解と親善と平和を推進すること。

第 1     知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；

第 2     職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
　　　社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること；
第 3     ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、
　　　日々、奉仕の理念を実践すること；

第 4     奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、
　　　親善、平和を推進すること。

2013-2014 年度ガバナー

国際ロータリー第 2570 地区　地区事務所

TEL.（0493）21-2570 E-mail＝d-office@mail.rid2570.gr.jp
Website＝http://www.rid2570.gr.jpFAX.（0493）21-2571

〒335-0028　埼玉県東松山市箭弓町 2丁目 5番地 14 号　紫雲閣 3F

中井 眞一郎
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