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ロータリーに輝きを
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・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

ロータリ一通解

山川浩一郎

「ロータリ一通解J(A Talking Knowledge of Rotary)はガイ・ガ ンディ カー著・

小堀憲助訳です。1971年に初版が出版されました。1974年、私が入会と同時にクラブ、か

ら1冊頂きました。

ガイ ・ガンディカ ーはフィラデルフ ィアーの会員で、職業分類はレストラン経営です。

弁護士ですが、レストラン経営に携わり、全米レストラン協会の創立者になります。ポー

ル・ハリスの親友だそうです。 1923年 9月1日の関東大震災のとき R1が 2万5千ドル

大阪RC経由で東京RCに送った時のR1会長として、日本と縁がある人です。

この本の内容はロータリーの基本として何度も繰り返し、卓話や家庭集会などで聞かさ

れました。その内容は

Oロータリー・クラブの構成と諸目的

Oロータリアンたる者のなすべきこと
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。ロータリー・クラブの各会員に対する義務と責任

0自己の職業分野と社会に対するロータリアンの義務と責任

の各項目について解説されています。解説の中から私が頭に残っている部分を抜書きしま

した。

0奉仕の理想は、職業倫理の全体に及ぶだけでなく、いわゆる《奉仕》なる概念を構成す

るすべての場に及ぶものである。

0<<奉仕だ、私利 ・私欲ではない>>Service、notS elf 

《儲けんと欲すれば先ず奉仕に徹せよ>>H e P rofi ts Most Who S erves B est 

Oロータリーからそれぞれの職業分野に送られた代表者である。

。ロータリーの会合では酒気を帯びて論議を行ってはならない。

0全会員はロータリーバッジを常に侃用し、これを信用と奉仕の象徴としなければならな

し、。

0自己の職業分野の他の同業者に対して、高度な職業倫理の基準と奉仕の理念の徹底。

Oロータリ-・クラブの会員をロー タリアンに改善すること。

。ロータリアン達は深い思索に立って多面的なロータリーを追求し、そ してロータリアン

以外の人達には見えない事柄を見通さなければならない。

o rザ・ロータリアン』、各クラブの刊行物、国際ロータリ一定款、ロー タリ ー倫理訓お

よびロータリー綱領は真のロータリアンたらんと志す人達の読むべき文献である。

0ロータリアンの最良の活動の場は家である。

o I良き市民たれ」

O自分のおかれた環境について知識が増すにつれ地元社会に対する愛情が湧くものである。

O自分の住む町に対する市民としての情熱を示す最良の活動は、慈善的・博愛的 ・公共的

その他の団体のメンバーとあることである。積極的に活動しなければならない。

0何事にもあれ皆の気持ちを引き立たせるため《ウイッ卜に富んだ行動》はどのクラブで

も喜ばれている。しかしながら、無意味な馬鹿騒ぎや、駄じゃれはロータリーの活動にあっ

てはならなし、。

0奉仕とは、人の気付かぬうちに、困っている人に、 品物を置いてくるような単に物質的

な意味のものではない。

以上が良く記憶に残っている部分です。最後のロータリーの奉仕は恵む奉仕ではないこ

とを小堀憲助先生は次のように解説しています。ちょっと長いのですが引用します。

「ロータリーの奉仕とは困った人のドアの前に困った人が求めているものを置いてくると

いうような即物的かっ噴末的な物を意味するものではない。ロータリーの奉仕はー業一会

員制を持って選ばれた良質な職業人が例会に於いて自己研績を遂げ、自分の心の世界が深

くなり、高くなり、自分の力量が大きくなって行くことを意味するもので、実力の緬養と



人格の形成が根本である。そしてそのエネルギーが社会全般を潤す。それがロータリーの

本質である。」

ここからは私の考えです。

最近、ロータリーはシェルドンの職業奉仕論につながる解説が多くなりました。またロー

タリーの奉仕は職業奉仕に偏り過ぎているように思います。田中毅先生が主宰する 「ロー

タリー源流の会」の影響が強くなっているからかもしれません。職業奉仕は他の奉仕団体

にはないロータリーだけが持つ奉仕の考え方で、すが、 4大奉仕の一つです。

またR1は決議 23-34を廃止したいと、規定審議会に案をしましたが、日本を中心に

台湾・韓国やアジア系のロータリアンがこれをくい止めました。その理由は、決議 23-

34はロータリーの奉仕の中心概念は個人奉仕で団体奉仕ではないといっているからでしょ

う。R1はロータリー・クラブの総力をあげ国際奉仕のため資金を集めようとしています。

アメリカのRI会長の中にはロータリーはボランティア団体だとい った会長さえあります。

R 1の奉仕活動は即物的な考え方と R1職員の宮僚主義に振り回されていると思います。

ポリオ撲滅は 1987年から始まり多額の資金をつぎ込んだ継続事業です。ロータリーが企

画したプログラムではな く、WHOのポリオプラス計画にR1が資金を提供している構造

のため、ポリオ撲滅の報道にはロータリー・クラブの名前がでることは殆んどありません。

最近はポリオ撲滅が見えてきたことと、ビルゲイツ財団の寄付が始まり、 着目度が高くな

り一般紙にも報道されるようになりました。

昨年はポリオ常在国が 3ヶ国まで減少し終患が近くなったように見えましたが、今年は

2ヶ国増え 5か国で患者が発生しています。ポリオ撲滅はまだまだ時間とお金が必要だろ

うと推測されています。ロータリーは単に、お金の寄付だけでな くワクチ ンの投与にも協

力し、お医者さんを中心に多くのロータリアンが増加しています。ポリオ撲滅にロータリ

アンが大きな貢献をしたことは素晴らしいことだと思います。

しかし団体奉仕で・かっ、多年度にまたがる奉仕ですから、ロータリーの奉仕事業として

疑問を呈する人が居ることも事実です。本来ロータリーが行うべき奉仕は社会福祉の谷聞

にいる人たちを察知して、奉仕事業として先鞭をつけ、その事業を園、あるいは専門団体

にゆだねるというのが決議 23-34号の奉仕の概念です。今のポリオプラスはこの考え方

すると、資金不足のため新たな奉仕のチャンスを逃がしたかもしれないからです。

困った人にその戸口に品物を置いてくる奉仕はその場しのぎでしかありません。すべて

の貧困者の救済は国家の仕事です。いわゆる社会福祉です。国が行う社会福祉の資金は膨

大でロータリーが解決できる問題ではありません。この決議 23-34号が団体奉仕・継続

事業に警戒的な理由はエドガ一、ダディ-"アレン(エリリアRC)が入会条件として身体

障害児童協会への寄付を条件とし、ロータリーが分裂の危機を迎える、論争になったとい



う背景があるからです。親睦派、奉仕派、理論派の車L蝶はロータリーの初期からあり、そ

の 「ダイバシティー」と 「寛容の精神」の車L蝶がロータリー・クラブのエネルギーといえ

るかもしれません。



第 25 8 0回 例会記録

出席報告

1. 出席会員(57名中)

2. 出席免除

3. 当B出席率

4.前々回補足修正率

39名

3名

72. 22 % 
96. 23 % 
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一表
一月
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一
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会長の時間

・10/7(刈職場訪問例会について

委員長の時間

・10/17陰)-18日凶開催

第 5回ガパナ 一杯野球大会参加報告

野球同好会キャプテン尾藤淳一 会員

• 10 118日出

今治RC 80周年記念式典 出席報告

(会長代理)SAA 屋川和紀会員

「友J10月号要点紹介

雑誌委員長三谷進一会員

・出席報告 出席委員長高原達也会員

会務報告

1. ザ ・ロータ リアン 10月号

2.例会変更のご案内

【伊予三島RC]

10月 24日(金)休会

*三島商工会館 4Fにて、メーキャ ップ受

付しております。

【新居浜南RC】

11月 11日ω移動夜間例会(ユアーズ)

*リーガロイヤノレホテル新居浜にて、メー

キャップ受付しております。

3.三浦工業株式会社

10月 7日附職場訪問例会御礼

4.国際ロ ータ リ一日本事務局

rSAKUJ 1くさくじ〉作戦」推進につ

いて

5. 2014年 10月・ 11月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

H. 26.10.21 

ニコニコニュース

佐々木…① 10月 17日、ガパナ一杯野球大

会前夜祭の組み合わせ抽選会で

「イイクジ」を引き、役目を果た

せました。

② 10月 7B三浦工業(株)様への

職場訪問例会、大西聖和委員長の

元、沢山の参加を頂き無事終える

ことが出来ました。山川浩一郎会

員のお蔭でミウラ ート・ビレ ッジ

(三浦美術館)休館日に関わらず、

特別に観せて戴きましたので。

宮内哲…10月 18日今治RC 80周年に出

席しました。会長代理をしていた

だいた星川様、そして石原様、石

村浩様、ご出席ありがとうござい

ました。生のバイオリン演奏会が

あり 、大変格調高い式典でした。

石川澄…ヤッタ一、タイガース!

石川隆…10月 18日凶ガパナ一杯野球大

会に出席させて頂きました。試合

では、頭の上は抜かれるはで散々

でした。走れないのを痛感しまし

た。そろそろ減量をしないといけ

ないと感じた 1日でした。 まず手

始めに夜中にお菓子を食べるのを

止めてみます。

石川豊…第 5回ガパ一杯野球大会、参加さ

せていただきました。試合には、

惜しくも敗けましたが、天気に恵

まれいい汗をながしました。尾藤

キャプテン他のスタッフの方々あ

りがとうございます。

石村浩…①今治RC 80周年に参加させて

いただきました。式典では一番前

のセンター特等席。記念演奏会は

昨年度幹事、青野会員の娘さんが

中心となって開催され、お父様か

ら最期の感謝の言葉など、忘れら

れない式典でした。

②商工会議所会報に掲載してい

ただきました。顔は恥ずかじいの

で代わりに和風の看板を載せさせ

ていただきま した。この看板、鈴

木製材様から無料で頂いた坂です。

大西聖…先日の職場訪問例会に多数ご出席

いただきありがとうございました。



大西宣…ガパナ一杯、残念ながら負けてし

まいましたが、もう少し練習すれ

ば勝てたかもしれません。負け惜

しみ。来年に期待しましょう。

鈴木謙…しばらく休会していましたが、本

日より復帰致します。宜しくお願

い致します。

谷 …先日開催されましたガパナ一杯野

球大会、石原監督、尾藤キャプテ

ンをはじめ、皆様に大変お世話に

なりありがとうございました。ゲー

ムには負け、悔しい気持ちもあり

ますが、前夜祭を含め 2日間楽し

めました。

土肥…11月 16日(日)五明院にて 33年に

一度の御開帳法要が執行され、秘

仏のご本尊様が公開されます。同

日、雅楽師東儀秀樹さんのコン

サート、餅投げ、屋台村でのうど

ん他のお接待がございます。檀家

の方以外でもご参拝、ご参加自由

ですので、ご家族皆様でお参り下

さいませ。尚、次回の御開帳は

33年後となりますので、是非、

この機会をお見逃しなく!

尾藤…第 2670地区第 5回ガパナ一杯野

球大会に出場しました。佐々木会

長の素晴らしいクジ運で、 l回戦

はシードで不戦勝。 2回戦は高知

中央に敗れましたが、勝率は 5割

と言えるか?!

一谷…10月17日樹、 18目的松山坊ちゃ

ん球場にて、第 2670地区野球大

会が開催されました。前夜祭では

盛り上がりました。優勝トロフィー

を持つての記令指影を!!他のロー

タリー参加者もマネされる程でし

た。

今日の朝 7: 30分気温 190C、
地中温度 220Cでした。

星 JI卜..10月 18自国今治RC 80周年に

出席させていただきました。素晴

らしい式典でした。

近隣RCの例会日

10月30日同新居浜RC
(リーガ新居浜)

10月30日附観音寺RC
(休会)メ ーキャ ップなし

10月 31日樹伊予三島RC
(夜間例会)

*伊予三島商工会館 4Fにて、メーキャ

ップ受付あり

11月 4B (刈新居浜南RC
(リーガ新居浜)

11月 4日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

例会プログラム

11月4日(必

国際奉仕委員会担当

↓ (変更)

青少年奉仕委員会担当

出席表彰 ・誕生祝
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