
磯山ムNOEW郎町 H.25. 9. 3 
No. 10 

高橋省三氏繕

z-t-a 
ロータリーを実路しみんなに豊かな人生を
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-会 長星 川和 紀

・幹 事 毛 利泰治郎

置会報委員長 土 肥 義紹

・ 例 会 日毎週火曜日

12: 10-13・10

・例 会 場四国中央商工会議所

電 話 58-3530

FAX 58-6294 

・事務局 四国中央商工会議所

電話 58-3530

女 性会 員

山川浩一郎

ロータリ ークラブもク ラフゃの一つです。クラブの発祥をウイキペディ アから引用します。

イギ リスでは 16世紀の「フライデー通り」が最初の近代的クラブと されているが、ク

ラブとい う組織形態が普及 したのは 17世紀後半にな ってか らである。当時、喫茶屈と社

交場の機能を兼ね持つ コー ヒー・ ハウスがロンド ンを中心に増加していたが、コーヒー・

ハウスで交流していた客のうち、共通の趣味 ・話題を持つ者同士でコーヒー ・ハウス の一

室を借りて定期的に集会を開 く人々が現れた。これがクラブの起こりである。コーヒ ー・

ハウスがそうであったよ うに、クラブも また、上流 ・中産階級の男性を会員とし、女性会

員は認めていなかっ た。コーヒ一 ・ハウスでの盛んな政治談議は、 当然ながら多数の政治

クラブの結成へと帰結 した。また平行して、文学、芸術、クリケ ット、ボー卜 など様々な

趣味 ・曙好に対応 したクラブもこの時期に見られ始めている。18世紀になる と中産階級

みどりと自然を大切に



のクラブができるようになり、 18世紀末には女性による女性クラブ(婦人クラブ)が登

場し始めている。

国際ロータリ 一物語 「奉仕の一世紀」の「ロ ータリーの女性たち」の項から、引用しま

す。

ロータリアンの妻は「ロータリー・アン」と呼ばれています。その起源は 1914年カリ

フォルニア州のロータリア ンがヒューストンの国際大会に出席するため、特別列車をチャー

ターしました。当時はまだ、夫人が夫に同伴してロータ リーの大会に出席する習慣はあり

ませんでした。この列車にサンフラ ンシス コ・ロータリー クラブ会長へンリー j. 1ブル」

ブラニアーの婦人がただ一人の女性として乗っていました。ロータリアンは互いにファー

ス卜ネ ームで挨拶する習慣ですから、車内で婦人の 「アン」にニックネームを付け「私た

ちのロータリー・アン」と付けました。彼女は長い列車のたびの人気者となりました。暇

つぶしに「ロータリー・アンJ歌が作られたほとでした。フィラデルフィアのガイ・ガン

ディカ一夫妻も歓迎団の中にいて、婦人も 「アンJと呼ばれました「今後すべての淑女は

ロータリー・アンと呼ばれるべきだ。」と宣言したのが起源だと書かれています。

また。ペ リー事務総長はクラブ役員への週報で 11918年 12月の理事会は、ロータ 1)ー

に似た女性団体の設立には賛成しないということ、そ してロータリアンはそのような団体

による 『ロータリー』もしくは『ロータリア ン』という名称を阻むよう努力すべきだとい

うことに同意した。」と報告しているそうです。

英国ではロ ータリー ・クラブのあるところにはすべて女性の委員会が設けられ、通常ク

ラブ会長夫人が委員長を務めたそうです。

1987年カリフォルニア州デゥアルテ・ロータリー・クラ ブは、定款に真っ向から違反

して、 3名の女性を会員として受け入れた。国際ロ ータ リーはどうクラブの認定を取り消

し、これがクラブ 3名の女性による訴訟事件に発展した。

1970年代と 1980年代に開かれた各規定審議会では、女性入会のための改正を可決する

方向に次第に票が集まるようにな った。 1987年 5月 4日、 7対 Oで米国最高裁判所は、

ロー タリ ー・ クラブは公共施設的審査の規定に即して事業目的があると言う点でデゥアル

テ側に同意し、米国内で国際ロー タリーは女性を入会させたとい う理由だけでクラブの承

認を取り消すことができないという判決を下した。

1989年の規定審議会で理事会はR1の定款文書から「男性」という言葉を削除する制定

案を提示し、これが採決された。

「奉仕の一世紀」では以上のように解説されています。

この原稿を書こうと思った動機は英国に渡り長年住んでいた人がロンドンのロー

タリアンが震災孤児を山梨・清里に招待するボランティアとしてこられた人が

JRICに投稿したメールです。このメールに対して、山梨の女性ロータリアンが



メールで反応し、そのメールに閉じ英国ロータリアンの女性が、書き込みを入れ

ています。

山梨から英国へ帰国なさったのですね。

まさか女性を受け入れないRCがあるという

風評を山梨から仕入れたのでは(笑)と心配

になりメールを書きました。

私が所属しているクラブは女性会員が 2名です。

また地区内のもっと大勢の女性会員が所属して

いるクラブも沢山あります。女性会員だからと

差別を受けたこともありませんよ。

はい、了解です。

でも表向きは女性会員を入会させなければと

仰っているクラブでもゼロを維持しています。

つまり表向きには男女の差で入会を拒否は出来ませんよね。

しかし積極的には勧誘はしていないクラブ。また

基本的に暗黙の了解で女性会員を入れないという

クラブもあると思われます。

えっ、そうなんですか?

数年前に地区の会員増強小委員長を務めた折

「女性・男性と拘らないで ください。性差は

個性ですJI女性会員も怖くないですよ(笑)Jと

クラブへ卓話しであるきました。そんな折にも

結構否定的なご意見も沢山頂戴しましたが

英国在住 20年なので、この否定的な意見がどのようなものなのか想像できないのです。

教えて頂けますでしょうか?日本の事を少し勉強しませんと。

それからの数年で女性会員が所属しているクラブも増え

ていますので近代化しているということでしょうか(笑)



今度山梨にお出での折には、男性ばかりのクラフ。へ

MUにご一緒しましょう。

はい、是非。

この夏に清里で行なった、震災孤児と英国人ボランティアたちとの合宿はお陰さまで大成

功でした。

皆、帰りたくない、と言っていました。

合宿中に、北斗市と成城新のロータリア ンがいらしてくださいました。感謝です。

わたくしたちの英国での活動がテレビで紹介されたのですが、御覧くださったでしょうか。

ロータ 1)ーは社交クラブ‘のーっとして男性だけのクラブとして作られましたから、創立以

来 90年は男性だけが入会できたのです。1987年まで女性会員を入れたクラブは除名され

たのです。それが今や女性が居ないと近代化されていないクラブだという評価がされてい

ます。

女性会員が居ないのは伝統を大切にするからだと考えています。あるいは女性会員を入

れなくても会員数を維持できる優秀なクラブだという自負できると考えます。

アメリカではシェルドンや職業奉仕論を知っている人があまりいないそうです。ロー タ

リーをボランティア団体の一つだと言い切った、アメリカからでたR1会長がいることに

ロータリーの未来は無いと考えます。

日本の理論派パストガパナーというか、源流の会で発言する人達はシェルドンの奉仕理

論の信奉者が大部分だと思います。奉仕の理念の裏付けがない奉仕は、闘っている人の戸

口の前に、必要な物を置いてくることはロータリー奉仕ではないというガイ・ガンディカー

の考え方がロータリーの奉仕だと理解しています。

ロータリーの奉仕理念にこだわるロータリアンが多数居るということは、日本のロータ

リーがガラパコス化しているのかもしれません。

私はロータリーだけでなく、日本は日本の伝統文化や東洋思想をパックボーンにしたガ

ラパコス化を徹底することにより、時代を先取りした世界をリードする思想が生まれるの

ではないかと考えています。



第 25 2 7回例会記録 H.25. 8. 27 

出席報告

1.出席会員 (60名中) 43名
2.出席免除 3名
3.来賓

(短期交換派遣学生)石津偉統君

4. 当日出席率 75. 44% 
5.前々回補足修正率 93. 10% 

(メイクアップ会員)

鈴木昇会員

(8/1 新居浜RC) 

小山会員

(8/27 新居浜南RC) 

会長の時間

・毛利泰治郎会員ご次男 結婚のお祝い

委員長の時間

・出席報告 出席委員長宮内浩二会員

会務報告

1.国際ロータリ 一日本事務局

2013年9月ロータリーレート のお知らせ

(1ドル=100円)

2. 国際ロータリ ー第 2670地区 直前ガパ

ナ一事務所

2012-2013年度地区大会記録誌の送

付について

(昨年度 地区大会参加者のレターケー

スへ配布しております。)

3.桜ライン 311
桜ライン 311レター (No.4 ) 

4.愛媛県県民環境部管理局

えひめ男女共同参碩通信(第 29号)の

送付について

5. 2013年 8・9月 近隣クラブ例会のお

知らせ(出席委員会)

|8月 20日(対臨時理事会報告 i
.原本松宏会員の退会について→承認

ニコニコニュース

星 JIト・短期交換学生としてア メリカに派

遣されていました石津偉統君が無

事に元気に帰国しました。ご苦労

様でした。安心しました。

石原… 8月初日(月)今治北クラブでガパ

ナー補佐として例会卓話をいたし

ました。大西宣弘さんに同乗させ

ていただきました。いよいよ始ま

りましfこ。

大西宣一昨日 8月26日(月)石原ガパナ ー補

佐と伴に、随行員として今治北R

Cにお伺いしました。少数ながら

キリ ッとした例会でした。後に続

く随行員の皆様、安全運転でお願

いします。

谷 …①石津偉統君、お帰りなさい。元

気に帰国され何よりです。

②Dテープ、ルもう 3回目の全員出

席です。

尾藤…Fテーフ♂ル、またまた全員出席で

す。

矢野…事故。車は廃車ですが、相手なし ・

人は無傷です。人間とは臼頃の大

切さを痛感いたしました。南無大

師遍照金剛。感謝、感謝。今まで

生きて、滑った事がないのに、雨

の中滑ってしまいました。追イ申〉

ちなみに横に乗っていたのは妻で

した。

卓話 (国際奉仕委員会担当〕

「短期交換留学の報告J 石津偉統君

「自動運転」 谷裕二会員

近隣RCのOll会日

9月5日(村観古寺RC
(観音寺商工会議所)

9月6日後)伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

9月10日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

次週プログラム

9月 10日(火)

(職業分類委員会担当)
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