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ロータリー

2016-2017年度国際ロータリー会長

ジョン Fジャーム

-会 長横内文行

・幹事谷 裕二

.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

奉仕の精神について

字高 尊 己

先日ネット上で炎上した話題があります。

かのビJレゲイツが発展途上国に10万羽の鶏を寄附するという行為についての批判です。ビル品メ

リンダゲイツ財団は 「養鶏は永続的な経済効果を生む」として大いに勧めておりましたが、寄贈

先のひとつであるボリビア政府は「パカにするな」と一蹴したそうです。

この出来事について、世界ーの大富豪の倣慢さととるか、もしくは単に金銭を寄贈するのではな

く養鶏を通じて貧困を減殺する英慮と捉えるかネット上でも意見が分かれていました。実はボリビ

アは世界ーの鶏輸出国であるという、一般には知られていない事実も明らかになり、炎上した割に

は長引くことはさしてなかったようです。

が、この件では上記の内容以外に、私的に違和感を強く感じ、少しく調べてみる事に致しました。

ビル品メリンダ・ゲイツ財団はビルゲイツと投資の神様ウオーレン・パフェットが360億ドルを拠

Rot町議



出して設立した慈善団体であります。慈善団体とは営利事業として投資を行い、その利益を寄附と

出資者への配当とするものです。米国では慈善事業は無税であると共に出資者への配当金もほぼ無

税です。役員は出資金の比率で決まり、ほぼ世襲となっています。財団の利益は寄附事業の残りを

出資者に配分する事になっています。

つまり莫大な財産を、寄附するのではなく自分で設立した慈善団体という投資機関に預け、その

資産運用益の一部を慈善事業に充て、残りを無税の配当金として出資者、つまり身内に還元すると

いう、態の良い相続税、節税対策なのです。

少し興醒めするような話です。ここには浄財や喜捨などという東洋的な概念はありません。 し

かしもう少し掘り下げて調べてみると、この制度は奉仕活動のサスティナブル(継続性)という要件

に極めて合致しています。

例えばノーベル賞の運営や、ロータリーでも進めているポリオ撲誠運動もまさに継続性が必要な事

業です。

間知のとおり、ゲイツ財団は2007年以降ロータリーとパートナーシップをとりポリオ撲滅基金の

拡充を進めています。

剖目すべきは2011年ポリオ撲滅のために我国のJICA(国際協力機構)とパキスタン政府が結んだ円

借款に対し、ゲイツ財団は「ローン・コンパージョン」と呼ばれるスキームで後援を行い、世界中

から高い評価を受けました。パキスタンにおけるポリオ撲滅に一定の成果が上がった場合、円借款

を財団が肩代わりするとの約定で一層の努力を引き出す施策です。

人類の悲願ともいうべきポリオの撲滅や社会の各分野に大いに貢献した人を顕彰するノーベル賞

などは、国境を越えいく世代にもまたがる事業です。到底一個人が限られた人生の中で遂げられる

ものではありません。

営利を追求して初めて遂げられる大いなる奉仕(サービス)の精神。いく世代にわたっても継続しう

る骨太の仕組み。

日本人のウエッ卜な感性に捉われることなく、今後われわれもこのような合理性を培うべきであ

りましょう。

もっとも、仏教、特に禅に深く関わったスティーブ・ジョブズはまた異なったアプローチをして

いますが・.



女大自己(会社)紹介等コーナ一女大

「パカ真面目J

谷 裕二

私は昭和40年1月1-1日に父清、母晶子の次男として川之江町で生まれました。子供の頃はという

と、 学校から帰ると鞄を放り投げ、 青果市場や今はケーズデンキがある丸住製紙さんの資材置き場

でソフトボールや缶けり、そして井地山と瓢箪山に仲間と作った秘密基地で暗くなるまでよく遊ん

でいました。

小中高の 12年間、学校を休んだのは小学校の時インフルエンザによる 2日間だけで、往復約 6

キロある小中学校の登下校で足腰が鍛え られ、また中学入学まで長ズボンを買ってもらえず、真冬

でも半ズボン生活で心身とも鍛えられたのかもしれませんが、多少熱、が出たり風邪を号|いたりして

具合が悪くても私には休むという発想が無かったようです。

高校時代野球部では i1日休むと 3日後戻りや!Jと言われ、素直に 「そうか、それは休んだら

駄目ゃ」と毎日練習に打ち込みました。実は大学も一日も休まず通い、一緒に下宿していた兄から

不思議がられたものです。

ただ、こんなことがありました。大学一年の前期、昼間は休まず大学へ通い、講義が終わるとサー

クル活動をし、夜は居沼屋で閉庖までバイト、そして土日はゴルフ場でキャディのバイトという生

活をしていたのですが、 7月下旬の夏休みに入った頃電車の中で倒れ病院へ。過労ということでし

た。

今はかなり改善されましたが、社会人になっても基本的に変わっていない私に振り回されっぱな

しの家内は私のことを「パカ真面目Jと評します。

さて、会社のことも少し。

弊社はお陰様をもちまして来年創業60周年を迎えます。昭和32年、私の父が22歳の時に川之江の

駅通りに丸谷輪業を創業し自転車販売を始めました。社名の丸谷は、父が養子に行った叔父が営ん

でいた 「丸谷精麦」からきています。

昭和38年、現在地へ移転を機に二輪販売から自動車販売へ移行しました。その年の12月丸谷輪業

(械を設立。その後昭和48年に丸谷オー卜(側、そして平成15年には現在の側マルタニへ社名変更し、

平成16年3月に私が父より会社を引き継ぎ現在に至っております。自転車、パイ夕、 自動車へと業

種業態を変えて参りましたが、新しいことへの挑戦と変化への思いが社名変更に込められておりま

す。

現在では月々1万円から乗れる軽四「フラット 7Jの取扱いから輸入車販売まで、国産車輸入車

を問わず全メーカー全車種の販売とアフタ ーサービス、そして保険業務を行っております。

地域密着の小売サービス業として、地域の皆様にお役に立てるよう社員一丸となって精進して参り

ますので、 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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出席報告

1.出席会員(51名中)

2.来賓

短期交換受入学生

ナオミ・ケイスさん

44名

アリソン・クレア・ランペルティ さん

3. 当日出席率 86. 27 % 

4.前々回補足修正率 90. 20 % 
(メイクアップ会員)

6/17 長野光正会員(伊予三島RC)

6/17 山)11浩一郎会員(伊予三島RC)

会長の時間

・プラス言葉

-短期交換受入学生挨拶

ナオミ・ケイス さん

アリソン・クレア・ランペノレティ さん

.パナー交換

委員長の時間

・「友J7月号要点紹介

雑 誌委員長三谷進一会員

.家族旅行のお知らせ

親 睦委員長尾藤淳一会員

・出席報告出席委員長石村栄一会員

会務報告

1.国際ロータリー ロータリー囲碁同好会

「第四回ロータリー全国囲碁大会」のご

案内

2. パギオだより 2016年 7月号

3. 四国中央ふれあい大学

「第 17回四国高等学校演劇祭」の開催に

ついて

平成 28年 7月 17臼(日)(入場無料です)

四国中央市民会館川之江会館大ホールに

て

4. 2016年 7月・ 8月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

6月お日(:k)・ 7月 5日附回覧分 |

1.ザ・ロータリアン 2016年 7月号

2.例会変更のお知らせ

(新居浜RC)

7/14同→ 7/12(刈に新居浜南RC
と合同例会。

* 7/14 (村に、メーキャップの受付を

しております。(前日までに事前連絡必

要)

3.国際ロータリ一 日本事務局

2016年 7月のロータリーレート

(1ドル=102円)

4. 2015 ~ 2016年度ガパナ一事務所

ガ、パナ一事務所閉鎖のお知らせ

6月 30日をもちまして、閉鎖いたし

ました。

9月末までは、直前ガパナ一事務所と

して、残務整理を行います。

|お知らせ|

・7月の定例理事会は、 7月 19日(刈に行

ないます。

• 7 /19 (刈-7/22幽まで、家庭集会

が開催されます。

ニコニコニュース
横内…①先週、第 l例会よりスタートに

なりました。例会、 2次会にも多

くのご参加をいただきまして、あ

りがとうございました。

今日から、この例会場でのスター

トです。まずは、ゴングを上手く

鳴らせるようにいたします。 1年

間ご指導よろしくお願いいたしま

す。

②本日、ニュージャージー州より、

交換留学生のナオミ・ケイスさん、

アリソン・クレア・ランペルティ

さんにお越しいただいています。

文、ホームステイ先として我が家

に来ていただいていますので、十

分楽しんでいただいて、交流もは

かつていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

谷 …①本Bより、通常例会です。皆様

宜しくお願い申し上げます。又、

明日から高校野球愛媛県予選が始

まります。川之江高校は第 1シー

ド、期待したいです。

②ナオミ・ケイスさん、アリソン

・クレア・ランペルティさん、

Welcome to川之江ロータリーク

ラブ。 三木国際奉仕委員長をはじ



め、国際奉仕委員会の皆様、大変

お世話になります。

石川晋…原本君に会ってきました。元気で

した。

久保…眼が見えるよ うになりました。心

機一転頑張りますので宜しくお願

いします。

近藤…家族(孫)が増え幸せです。

土肥…会報委員会より 、今年度週報の表

紙を飾る「ピエロ」の絵。

谷会員のお母さま、晶子様より実

物を 1年間お借りして会場出入口

に展示しております。どうぞご覧

下さいませ。

宮 内・一昨日、横内会長宅で、短期留学生

歓迎会がありました。会長大変お

世話になりました。楽しい食事を

いただきました。

一 木…Eテーブル全員出席です。最初か

ら全員頑張ってます?

大西宣…短期交換留学生のアリソン ・クレ

ア・ラ ンベルティさ ん、ナオミ・

ケイスさん、ょうこ そお越しいた

だきました。暑い暑い日本ですが、

十分楽しんでくださし、。

クラブ協議会 (各委員会担当)

「活動方針発表J

近隣RCの例会日

7月21日附新居浜RC
(リーガ新居浜)

7月21日附観音寺RC
(観音寺商工会議所)

7月22日後)伊予三島RC
(三島商工会館)

7月26日ω観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

7月26日ω新居浜南RC
(リ ーガ新居浜)

例会プログラム

7月26日(刈
(クラブ奉仕委員会担当)

カ"パナー補佐来訪

例会終了後 クラブ協議会
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