
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
川辺　哲君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

静岡ブルーレヴズ株式会社　代表取締役社長　

山谷拓志さん

◦会　長　挨　拶◦

会長　望月啓行君
今日は「シン・ロータリークラブ」という話を

させていただきたいと思います。まず、一昨日

の１月２８日淺原ガバナーと他の方々が、新ク

ラブ「浜松志耀ロータリークラブ」の認証状伝

達式に参加されたということです。淺原ガバ

ナー年度に、シン・ロータリークラブが結成さ

れたということ、非常におめでたいことと思い

ます。それでは、この「シン」という言葉を今

日は掘り下げていきたいと思います。最近この

言葉はある種のトレンドワードになっていま

す。「シン・ニホン」とか「シン・生活」等々。

これはどういう意味なのかですが、カタカナに

なっていますので「新しい」「進む」「深い」「真」

等色々な意味をそれぞれが解釈するようになっ

ています。今回はこの「シン」というワードを

「シン・ゴジラ」「シン・日本の経営者」という

映画とビジネス記事の２つの角度から考えてい
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きたいと思います。まず、「シン・ゴジラ」。ゴ

ジラと言えば、１９５４年から始まり、これが

２９作目２０１６年に公開されましたが、平成

の３０年間の中で最大のヒットになり、それが

「シン・エヴァンゲリオン」「シン・ウルトラマン」

そして今年公開予定の「シン仮面ライダー」に

つながっていきます。 あらすじは見ていただ

ければわかりますが、ゴジラが出現して放射能

を吐きながら東京を破壊し、軍隊も歯が立たな

い、そして世界が核爆弾でないとゴジラを倒せ

ないと決定し、東京に核爆弾を落とすことにな

る。というような感じです。さて、なぜこの時

代に「シン・ゴジラ」がヒットしたのかを考え

てみると①「他分野」の監督起用②「本筋テー

マ」の踏襲③現代の「課題意識」という３つの

要素があると考えられ、そこから生まれる「既

存価値の再定義・再エンターテインメント化」

が「シン」であり、このようなヒットにつながっ

たようです。それでは次に「シン・ニッポンの

経営者」から「シン」を見てみたいと思います。

これは日経ビジネス１月６日号に載った記事で

「バブル崩壊後から続く失われた３０年、日本

は長い間低成長が続いた。そんな中で予測困難

な時代にあって、大胆な構造改革をやり切る経

営者が目立ってきた。今、ニッポンの経営は変

わりつつある」それが「シン・ニッポンの経営者」

の登場によるという記事で、様々な業績を伸ば

している社長のインタビューが載っています。 

興味ある方は是非その雑誌を読んでいただけれ

ばと思いますが、私が読んだところでは、次の

５つのポイントに集約されるようです。①「理

念を最優先に：企業理念にかなうことしかしな

い」②「事業ポートフォリオ：経営資源を有効

活用する事業ポートフォリオを最適化」③「バッ

クキャスティング：未来から逆算した長期経営」

④「多様なキャリアチーム：多種多様な力をチー

ムに活かす」⑤「他での現場力・経験値を上げ

る：海外・別事業等で修羅場を経験」。この五

つを「シン・ニッポンの経営者」は取組み ｢ 企

業価値の最適化 ｣ をキーワードにしている、と

いうもので、ここからも「シン」の意味がそれ

ぞれ読み取れると思います。さて、３つめはも

ちろん「シン・ロータリークラブ」についてです。

現在新しい形式のロータリークラブが次々に生

まれてきています。「衛生クラブ」「パスポート

クラブ」「奉仕活動分野クラブ」「学友中心クラ

ブ」などです。「衛生クラブ」これはクラブの

中に衛生クラブを作る。ローターアクトは今同

格になりましたが、以前のアクトの形に似てい

ます。衛生クラブでロータリーのリソースを使

い奉仕活動したいけど、例会等は提唱クラブと

は異なる活動を行うクラブ。東京でも東京池袋

ＮＥＸＴロータリー衛星クラブ等があります。

次に「パスポートクラブ」これは奉仕等がメイ

ンで、例会・食事等は主催せず、それらは大き

なクラブに参加して行う形になります。自分達

が奉仕等では企画運営を行いますが、他の親睦・

食事の活動は大きなクラブで行う、ですから二

つのクラブに参加しているようなイメージにな

り、パスポートという名前になっています。他

にも「活動分野に基づくクラブ」一つのジャン

ルの奉仕活動をやるために集まるクラブ。「法

人クラブ」一つの会社が社員を中心につくるク

ラブ。写真はベントレーという車の会社がロー

タリークラブを作っているものです。このよう

な形で、今色々な「シン・ロータリークラブ」

が生まれ始めているということです。さて、こ

のロータリークラブの「シン」についても考え

てみたいと思いますが、このスライドの様にま

とめられると思います。①「理念」を追求：「奉

仕」の理念の達成を第一に考える②「テーマ」

へ行動力：「奉仕」の活動をベースに柔軟なク



ラブ体制を構築③現代の「課題意識」：従来の

ロータリーへの参加しにくい課題を解決④価値

ポートフォリオ：価値ポートフォリオを最適化

⑤多様なキャリアの窓口：多種多様な会員の入

会を促す。これら従来の形式にとらわれずに新

しいクラブ作りを行う、これが「シン・ロータ

リークラブ」の方向性であり『ロータリーの価

値「リソース」「ネットワーク」提供』をメイ

ンに考え、ロータリー財団の資金、奉仕のノウ

ハウ、人材ネットワークを、いろんな方々にい

ろんな形で提供し、ロータリーの世界を広げ、

それを新しいロータリークラブで作り活用して

いこうというのが、「シン・ロータリークラブ」

の動きと思います。さて、私達の静岡ロータリー

クラブは「伝統」と「格式」がある「従来型の

クラブ」です。しかし、このようなクラブだか

らこそ、ロータリーの価値を新しい仲間を広げ

るために、様々な

「シン・ロータリー

クラブ」をサポー

トしていきたいと

思います。以上で、

今日の挨拶を終わ

らせていただきま

す。ありがとうご

ざいました。

◦幹　事　報　告◦

幹事　藤田博久君
２月６日は休例会、次回は２月１３日例会で、

理事会もあるので、関係者はお願いします。

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●月●●日　鈴木善也さん
●月●●日　増田現さん
●月●●日　角田祐之介さん

【結婚記念日】

●月●●日　田和英夫さん・ひろみさん
●月●●日　藤田博久さん・聡子さん
●月●●日　青島廣幸さん・由佳さん

◦ス　マ　イ　ル◦

満席テーブル・・・石松さんテーブル、佐々木
さんテーブル、山口さんテーブル、松崎さんテー

「シン・ロータリークラブ」
新しい形のロータリークラブ

2023年1月30日
会長 望月 啓行

トレンドワード「シン」
「シン・ニホン」「シン・生活」等々

「新」「進」「深」「真」？
２つの「シン」からトレンド・ワードを読み解く

「シン・
ゴジラ」

「シン・
ニッポンの経営者」

新クラブ
「浜松志耀ロータリークラブ」

認証状伝達式
おめでとうございます。」

シン・ゴジラ

日本の東宝が1954年に公開した特撮怪獣映画
『ゴジラ』に始まる一連のシリーズ作品および、そ

れらの作品に登場する架空の怪獣。

ゴジラゴジラ

作品数
昭和 平成

15作品 14作品

『シン・ゴジラ』 ゴジラシリーズ 29作目
公開 2016年7月29日 上映時間 119分
観客動員551万3652人 興行収入 80.2億円

平成14作品中 最大ヒット

シン・エヴァンゲリオン（2017）シン・ウルトラマン（2022）シン仮面ライダー（2023）

なぜ この時代にヒットしたか？読み取れるもの

『シン・ゴジラ』『シン・ゴジラ』

あらすじ；東京湾からゴジラ出現。もたつく政府、東京パニック
ゴジラは放射能を散布し、口から体から光線を放ち、

飛行機、東京3区を焼き尽くす。自衛隊の総力をぶつけるも、ゴジラ無傷。
アメリカは東京に核を落とそうと計画する、、、

エエヴヴァァンンゲゲリリオオンンでで
おお馴馴染染みみのの
庵庵野野秀秀明明監監督督

「他分野」の監督「他分野」の監督

正正真真正正銘銘ののゴゴジジララ
映映画画。。初初代代ゴゴジジララがが
掲掲げげてていいたた本本来来のの
テテーーママ踏踏襲襲

日日本本がが抱抱ええるる意意識識
ととママッッチチししてていいたた

「本筋テーマ」を踏襲「本筋テーマ」を踏襲 現代の「課題意識」現代の「課題意識」

既存価値の再定義・再エンターテインメント化

シン・
ニッポンの
経営者
日経ビジネス 2023/1/6号

シン・ニッポンの経営者

バブル崩壊後から続く「失われた30年」

日本は長い間低成長が続いた。

そんな中で予測困難な時代にあって、

大胆な構造改革をやり切る経営者が目立ってきた。

今、ニッポンの経営は変わりつつある。

日経ビジネス 2023/1/6号

企業理念にかなう
ことしかしない

５つのポイント・読み取れるもの５つのポイント・読み取れるもの

『シン・ニッポンの経営者』『シン・ニッポンの経営者』

多種多様な
力をチームに活かす

海外・別事業等で
「修羅場」を経験

理念を最優先に理念を最優先に

経営資源を有効活
用する事業ポートフォ
リオを最適化

未来から逆算した
長期経営

事業ポートフォリオ事業ポートフォリオ バックキャスティングバックキャスティング

他での現場力・経験値
を上げる

他での現場力・経験値
を上げる

多様なキャリアチーム多様なキャリアチーム

「企業価値の最適化」「企業価値の最適化」

今今「「新新ししいい形形態態」」ののロローータタリリーーククララブブがが生生ままれれててききてていいるる

「シン・ロータリークラブ」「シン・ロータリークラブ」

衛星
クラブ
衛星
クラブ

パスポー
トクラブ
パスポー
トクラブ

法人
クラブ
法人
クラブ

学友中心
クラブ
学友中心
クラブ

奉仕活動
分野
クラブ

奉仕活動
分野
クラブ

国際会員
クラブ
国際会員
クラブ

シン・ロータリークラブ

・ロータリークラブ・ローターアクトクラブの一部であり、独自の例会、プロジェクト、
細則、理事会を有し、スポンサークラブとの協力の下で運営されるクラブ。

衛生クラブ衛生クラブ

• より少ない経済的負担でクラブを体験できる。
• 異なる運営方法で、さまざまな内容の例会を行える。

• 共通の関心をもつ少人数で、新しい奉仕を提供。
• ロータリークラブ基盤のない地域社会でもロータリーの

活動ができる。

ロータリークラブ
またはローターアクトクラブ

ロータリークラブ
またはローターアクトクラブ

メリットメリット

東京池袋NEXTロータリー
衛星クラブ

衛生
クラブ

今までのローターアクトのイメージ今までのローターアクトのイメージ

会員が自分の所属クラブで毎年一定数の例会に出席する限り、
ほかのクラブの例会に頻繁に出席することを認めるクラブ。

パスポートクラブパスポートクラブ

・柔軟なスケジュール
・例会は卓話・食事ではなく奉仕と親睦を例会の中心

・他クラブへの訪問を頻繁に行いべる学ぶ
•より多くの人脈を広げる機会と奉仕活動の充実

・食事がないため会費を抑えられる

ロータリークラブ
または

ローターアクトク
ラブ

ロータリークラブ
または

ローターアクトク
ラブ

メリットメリット

第7040地区パスポート
・ロータリークラブ

パスポート
クラブ

従来のスタイルではないクラブを従来クラブが連携従来のスタイルではないクラブを従来クラブが連携

会員が特定の活動分野に情熱
を注ぎ、その分野の奉仕活動に

取り組んでいるクラブ

活動分野に基づく
クラブ

活動分野に基づく
クラブ

特定の問題に取り組むために
つながりを求めている人

対象対象

ベントレー・
チェシャー・

ロータリークラブ

法人クラブ法人クラブ

会員（またはその多く）が同じ職
場で働いているクラブ

地域社会に貢献するために
一緒に活動したいと考える、
同じ企業や団体の社員

対象対象

ダルース・
スペリオル・エコ・
ロータリークラブ
（環境保護）

「「新新ししいい形形態態」」かかららみみるるロローータタリリーーのの方方向向性性

「シン・ロータリークラブ」「シン・ロータリークラブ」

「奉仕」の活動を
ベースに柔軟な体制

従来の課題を
解決

「テーマ」へ行動力「テーマ」へ行動力 現代の「課題意識」現代の「課題意識」

価値ポートフォリオ
を最適化

「奉仕」の理念の
達成を第一に

多種多様な
会員の入会を促す

「理念」を追求「理念」を追求

価値ポートフォリオ価値ポートフォリオ 多様なキャリアの窓口多様なキャリアの窓口

ロータリーの価値「リソース」「ネットワーク」提供ロータリーの価値「リソース」「ネットワーク」提供

様々な「シン・ロータリークラブ」の
設立をサポートしていきたい

伝統・格式の「従来型」の
静岡ロータリークラブは

ロータリーの価値と新しい仲間を
広めるため



ブル、粉川さんテーブル

伴野隆一郎君
愛する家内の葬儀に際しましては多大なご支援

を賜り厚く御礼申し上げます。

川辺哲君
本日、ロータリーボックスに、呉服町の札の辻

クロスホールのご利用案内を入れさせていただ

きました。コロナも２類から、インフルエンザ

並みの５類に指定を変えられます。これからの

皆様の会社のセミナー、会議、音楽イベント等

にぜひご利用ください。Ｗｅｂ会議にも対応で

きます。札の辻マネジメント㈱、すみやグッディ

㈱　代表　川辺哲

田和英夫君
年末年始とご挨拶まわり他が重なり全くのご無

沙汰で申し訳ありません。年末の●●歳の誕生

日と年始の●●回目の結婚記念日のお祝いを賜

りありがとうございました。単身赴任●年目と

なりますが、静岡ＲＣのおかげで結婚記念日だ

けは家内に優しい連絡ができます。いろんな意

味での自らの反省と国際貢献での未貢献を含め

てスマイルします。

藤田博久君　

結婚記念日のお花ありがとうございます。毎年

お花が届いて気づく為大変助かっております。

今されですが、わかりやすい日付にしておけば

と毎年思います。

金澤淳君
先日は過分な結婚のお祝いを頂戴いたしまして

ありがとうございました。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

1/30 108（107）
63 名

現地 62 名
Zoom 1名

44 名 60.00％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦2022 ～ 2023 年度中間決算報告◦

山田知広君
資料を配布し詳細の説明がありました。

◦ゲ  ス  ト  卓  話◦

「プロスポーツによる地域創生　～日本初プロ
ラグビークラブ “静岡ブルーレヴズの挑戦～」
静岡ブルーレヴズ株式会社　代表取締役社長　

山谷拓志さん
旧クラブ名がヤマハ発動機

ジュビロである静岡ブルー

レ ヴ ズ は ヤ マ ハ 発 動 機 が

１００％出資のチームですが、

冠に企業名を入れていない「オール静岡県」を

目指した静岡県のグラブです。ミッションは「革

新と情熱で心躍る最高の感動をつくりだす」、

ビジョンは「静岡から世界を魅了する、日本一

のプロフェッショナルラグビークラブをつく

る」ことです。ラグビーというスポーツで静岡

を盛り上げていきたい、そのために、強いチー

ムを作って、地域を盛り上げるのが使命だと

思っています。子供から大人まで楽しめるよう

な工夫をしています。ぜひスタジアムに来てほ

しいです。静岡ブルーレヴズとラグビーに関し

て、具体的に、様々な視点でお話しいただきま

した。　以上


