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第3635回例会

会 員 増 強 委 員 会 ア ワ ー

◦ロータリーソング◦
ソングリーダー
川辺 哲君

本日は石川委員長が会員増強のクラブフォー
ラムをユニークな形で組み立てていますので、
是非全員参加で楽しみましょう。実はロータ
リー月間というのは毎月あります。１１月は
ロータリー財団、１月は職業奉仕月間、青少

◦会

長

挨

拶◦

年奉仕月間等々あります。また、ロータリー

会長 望月啓行君

特別週間もあります。できれば、対象の時期

みなさん、こんにちは。８月のロータリー月

に色々取り組んで行きたいと思います。今日

間は会員増強・新クラブ結成推進月間です。

は会員増強がテーマです。私も漬物業界の理

事長をやっていますが、その団体は昔はチー

かる。色々な専門知識が集まるので、多彩な

ム対抗で野球大会が行われていたのですが、

ニーズに応えることができる。そしてクラブ

今となっては１チームも作ることができなく

が活性化し、地域社会と多様性をもって接す

なっています。会員増強というのはその団体

ることにより、会員拡大にもつながる。多様

の力を維持する、拡大するためには、非常に

性を促進する事は私たちにとって利益になり

重要であるというのは、ロータリーでも長年

ます。次にＥｑｕｉｔｙ、これはあまり聞い

言われています。しかし、会員増強し新しい

たことがないですね。
「ロータリーはクラブ会

仲間を迎える上でロータリーは今までのまま

員の公平な扱いと機会の均等を保つ。
」という

で良いのか？新しい会員を迎え入れる、クラ

事なのですが、Ｅｑｕａｌｉｔｙ（平等）

ブの可能性を広げ成長させるにはＤＥＩへの

ｖｓ Ｅｑｕｉｔｙ（公平）の違いが分かり

取組が必要ではないか、と言われています。

にくいですね。ここで図で例を出しましょう。

このＤＥＩというのは、大きな企業の方は取

ロータリーの考え方ではりんごを木から取ろ

り組んでいると言うことなので、ご存じの方

うとする３人に補助として同じ高さの台を提

も多いと思いますが、Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ（多

供するのが平等、それぞれの背丈に合わせた

様性）
・Ｅｑｕｉｔｙ（公平さ）
・Ｉｎｃｌｕ

台を用意するのが公平です。靴の例も出して

ｓｉｏｎ（包摂）の事です。これが２０１９

おきます。靴も目的に応じた靴を用意しない

年の理事会で決議されました。今日はこの

と公平になりません。
最後にＩｎｃｌｕｓｉｏｎ

ＤＥＩについて話をしたいと思います。ロー

（包摂）
。これは「すべての人が歓迎され、尊

タリーは「私たちは、持続可能な良い変化を

重され、大切にされ、自らの能力を発揮する

生むために人びとが手を取り合って行動する

環境をつくること」と定義されています。こ

世界というビジョンの実現には、多様性があ

れも例をあげましょう。知り合いをダンスパー

り、公平で、インクルーシブ（包摂的）な文

ティーに誘い、参加しました。しかし、これ

化を培うことが不可欠であると理解します」

だけでは包摂は満たしません。参加した人が

とコミットメントしています。これをひとつ

自分の能力を発揮して活躍するということ、

ずつ見ていきたいと思います。まずダイバー

ここまででインクルージョンと言うことがで

シティ。これは良く言われています。ロー

きます。参加した人が、役職に関わらず、色々

タリーは１業種１会員ということがコアポリ

なアイディアを出して活躍する、これがロー

シーであるので元々多様性を持っている団体

タリーのインクルージョンです。実はロータ

でした。現在は「職業」だけでなく、年齢・

リーもＤＥＩの取組はまだまだです。その為、

肌の色・宗教・考え方等これらの全ての多様

これからも学ぶ姿勢を常に続けていくという

性を受け入れていきましょう、という事です。

コミットメントをしています。静岡ロータリー

多様性のメリットですが、多角的な見方がで

は１００人以上の会員がいますが、それぞれ

きるようになり、地域社会の課題をいち早く

個性を発揮し静岡ロータリーの中で輝いてい

認識し、また解決策もより最善のものが見つ

く、そして、ＤＥＩを通してクラブがさらに

活性化し育っていくよう、みんなで取り組ん
◦ガバナー挨拶◦

で行きたいと思います。それでは以上で会長
挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

淺原諒蔵君

いました。

本年７月にガバナーに就いた

静岡ロータリークラブ
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ことと、１１月開催の地区大

ロータリーは毎月テーマがある

会への協力依頼についてお話

８月のロータリー月間

「ＤＥＩ」

会員増強月間

について

をされました。

静岡ロータリークラブ
会長 望月 啓行

・新しい会員を迎え入れる
・クラブの可能性を広げ成長させる

ロータリー月間と特別週間
ロータリー特別月間
7月

Special Month in Rotary
１月

職業奉仕月間

８月

会員増強・新クラブ結成推進月間

２月

平和構築と紛争予防月間

９月

基本的教育と識字率向上月間

３月

水と衛生月間

１０月 地域社会の経済発展月間(米山月間）

４月

母子の健康月間

１１月 ロータリー財団月間

５月

青少年奉仕月間

１２月 疾病予防と治療月間

６月

ロータリー親睦活動月間

ロータリー特別週間

Ｄ

Special Weeks in Rotary

10月7日を含む1週間 「ロータリー学友参加推進週間」 （Rotary Alumni Reconnect Week）
11月5日を含む1週間 「世界インターアクト週間」 （World Interact Week）
2月23日～3月1日

「世界理解と平和週間」 （World Understanding and Peace Week）

3月13日を含む1週間 「世界ローターアクト週間」 （World Rotaract Week）

DEIはロータリー独自の
新しい考え方ではない

１業種１会員のロータリーにとって
「多様性」は最初からコアポリシー
しかし、今は職業だけでない

公平さ

Inclusion

インクルージョン(包摂)

会場監督 大石明彦君

2019年1月の理事会において、ロータリーの「多様性・公平
さ・インクルージョン」（DEI）の声明を採択

３か月毎に実施していた例会
の席替えを、本年９月から毎

a new Commitment to
Diversity Equity
and Inclusion
(2021 年 6月RI理事会）

月、くじ引きで決める旨、説

ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生むために
人びとが手を取り合って行動する世界という
ビジョンの実現には、多様性があり、公平で、
インクルーシブ（包摂的）な文化を培うことが
不可欠であると理解しています 。

明がありました。

Diversity(多様性)が生み出すもの
会員の多様性は、多角的な見地にりより
地域社会の課題をいち早く認識し、最善の解決策を見出すことができる。
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アイディア

価値観

信念

異なる専門分野、才能、スキルをもつ会員が協力し合うことで、
より大きなニーズに対応できるようになる
多彩な人たちと一緒に活動し、さまざまなことを学ぶ機会が得られる。
多様な視点、経験、背景が、クラブをより活性化させる。
地域社会の多様なコミュニティと連携した事業は、多くの人の関心が集まる。公
共イメージ、また幅広い入会候補者を惹きつけることがでる。

雑誌委員会 山本芳司君
谷本年度（２０２１－２２年

クラブで多様性を促進することは、
私たち全員にとっての利益となる。

これらの多様性を大切にする

Equity
(公平さ)

Equity

ロータリーは毎月テーマがある

●2010年 Equality act uk
●他の大企業や組織でもDEIの制定・実行を行う
↓
ロータリーの新しい会員を迎え入れる
クラブの可能性を広げ成長させるため
タスクフォースにより取組、
各クラブで取り組む

Diversity
(多様性)

I

◦委 員 会 報 告◦

Diversity 多様性

E

ロータリーは、クラブ会員の公平な扱いと
機会の均等を保つ。
Equality(平等) vs Equity（公平)

すべての人が歓迎され、尊重され、大切にされ、
自らの能力を発揮する環境をつくること

Inclusion(イ
ンクルージョン
包摂)

ダンスパーティーへ参加

度）に入会した新会員の、年

自分の能力発揮して活躍

ダンスパーティーへ誘う

会誌への寄稿文提出締め切り
インクルージョンを重んじることで、すべての人が
貢献でき、その価値が認めら、リーダーになれる。

が９月５日である旨、 案内

会長・委員長・委員等役職にかかわらず
様々な活動のアイディアが豊富に出てくる。

ロータリーは毎月テーマがある
a new Commitment to
Diversity Equity
and Inclusion
(2021 年 6月RI理事会）

高潔性というロータリーの価値観に従い、DEI 多様性 、
公平さ 、インクルージョン にいたる旅路において組織
として自分たちがどこにいるのかを正直かつ透明性を
もって見据えるともに、これからも学び、 向上し続けて
いくことに全力を尽くします 。

全てのメンバーが、
それぞれの個性を発揮し、
静岡ロータリーの中で輝いていく。
そしてDEIでクラブが
さらに活性化し育っていくように
していきましょう。

されました。
◦幹

事

報

告◦

藤田博久君
寺戸常剛君に２０２３～２４年の地区事務局
長を委嘱しました。また、１０月３日にクラ
ブアッセンブリーが開催される旨、案内があ
りました。
◦お め で と う◦
【誕生祝い】
●月●●日 山元雍久さん
●月●●日 木村絵美さん
●月●●日 石塚直美さん

●月●●日 大石明彦さん
◦出

●月●●日 都築東一郎さん
例会日

【結婚記念日】

席

報

告◦

全会員数

出 席
会員数

109（108）

現地 66 名
Zoom 1名

（出席計算人数）

欠 席 暫 定
会員数 出席率

67 名

該当者なし

8/29

◦ス

マ

イ

ル◦

42 名

62.03 ％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

満席テーブル・・・

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

都築さんテーブル、小川さんテーブル

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

都築東一郎君
誕生日のお祝いありがとうございました。●

◦会員増強委員会アワー◦
会員増強委員長 石川雅章君

●歳となりました。まだまだ未熟者ですので、

今後の会員増に向け、
『Ｌｉ

これからもご指導ください。

ｖｅＱ』というアプリを用い
て、当日、例会に参加してい

大石明彦君

た会員の静岡ローターに関す

誕生日のお祝いありがとうございました。昨

る意見を集約した。同アプリは①匿名で参加

日、子供、孫、合計●名からお祝いしてもら

できるので意見を出しやすい②リアルタイム

いました。とても嬉しかったです。

で意見を表示、共有できる利点がある。
「入会
の動機」の設問に対しては、
「引継ぎ」という

石塚直美君

回答が多い中、
「多様な人のつながりを求めて」

永遠に忘れたいことでしたが、たった今思い

「人脈づくり」という前向きに意見も寄せられ

出しました。どうやら一つ年をとってしまっ

た。
「入会して良かったこと」の設問に対して

たようです。来年はシングルを抜け出して結

は、
「人脈・ネットワーク」が最も多かった。

婚記念日も祝っていただけるよう、精進しま

石川君は２月１３日予定の招待例会には「最

す。

低１０名、できれば１５名参加いただき、静
岡ロータリーの良い雰囲気を味わってほしい」

木村絵美君
お誕生の祝いありがとうございます。

と意気込みを語った。

