
第1140回例会 2014年11月12日 №1109号

会長時間

会長 渡部 邦昭

「こんにちは」お変わりはありませんか。皆さんお元気ですか。今日の中国新

聞の朝刊をみて驚きました。一面トップで衆議院解散総選挙の日程（想定）ま

で載っていたからです。常在戦場とはいいますが、一寸先は闇とは、このこと

です。さて、本日の例会卓話は、直前ガバナーの沖田哲義様にお願いしまし

た。今月はロータリー財団月間でありますので、沖田直前ガバナーが「ＲＩ」と

「Ｒ財団」のことについて冊子まで作成しておられて、入会年度の若い会員の皆さんにもわかりやすく学べると思い

ます。ロータリー財団は、「世界でよいことをするために」ということで、1917年に設置されていますが、Ｒ財団は一

体、何のために、また、ＲＩとの関係は、などについてわかっているようで、わかっていません。その辺りを、沖田様の

話をききながら考えてみましょう。そういう時間になれば、と思います。

今回の例会（１１月１９日）

職場訪問

(株)富士電子産業

次回の例会（１１月２６日）

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

出席報告
（例会運営委員会）

11月12日(水)出席者

会員総数 55名

出席会員 43名

欠席会員 12名

ご来賓 1名

ご来客 3名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

11月12日(水)出席者

広島ＲＣ 2名

広島南ＲＣ 1名

幹事報告（賀谷幹事）

■BOX配布物

■例会変更

■休会のお知らせ

・ 創立25周年実行委員会組織図を配布しております。ご確
認下さい。

・ クリスマス家族会のご案内を配布しております。出欠はハ
ガキにて11/26(水)までに回答をお願い致します。

・ 年次総会のご案内を配布しております。12月3日13時から
です。ご出席宜しくお願い致します。

・ 広島東ＲＣ 「職場訪問例会」

【と き】 １１月２６日(水) 12：30～14：30

【ところ】 株式会社 シンコー

・ 広島中央ＲＣ 「創立36周年記念例会・懇親会」

【と き】 １１月２８日(金) １８：００～ [※12/1変更]

【ところ】 リーガロイヤルホテル広島

・ １１月２７日(木) 広島北ＲＣ
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渡部邦昭 会員

沖田 哲義直前ガバナー様、お忙しい中、例会卓話をお引き

受けいただきまして、誠にありがとうございます。宜しくお願い

致します。

堀江正憲 会員

8月20日の広島土砂災害で、祇園小学校は、62cmの浸水でし

た。子供達への水害の安全教育として、プールの壁に、浸水

62cmの災害記念石板を寄贈しました。松井市長より、御礼状

をいただきました。

当日計 10,000円 累計 564,000円

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】渡部 邦昭 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】賀谷 俊幸 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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ゲ ス ト 卓 話 （ １ ／ ３ ）

国際ロータリー第2710地区 直前ガバナー

下関ロータリークラブ

沖田 哲義 様

１ ロータリーってどんな組織か。

ロータリーは、国際ロータリー（「Rotary International」以下、「ＲＩ」といいます。）と

ロータリー財団（「The Rotary Foundation of Rotary」以下、「Ｒ財団」といいま

す。）という、２つの団体から成り立っている組織です。

このうち、ＲＩは社団法人であり、その構成員（会員）は、世界各国に存在する

個々のロータリークラブです。もう一方のＲ財団は財団法人であり、基本財産（基

金）を持っていますが、同時にＲＩという法人会員を１名のみ有しています。いず

れの法人も法的には別人格であり、独立した会計を持っています。しかし、両法

人は、以下のとおり、密接に関係しています。

通常の財団法人ですと、理事は当該財団の評議委員会が選任します。ところが、Ｒ財団では、この理事（Ｒ財団で

は、これを「管理委員」と呼んでいます。）を、他の人格であるＲＩ（Ｒ財団の唯一の会員）の理事会で選任することに

なっています。ちなみに、この管理委員は１５名ですが、そのうち４名は、ＲＩの元会長がなるものとされています。ま

た、ＲＩの事務総長がＲ財団の事務総長を兼任するものとされています。したがって、このような形で、ＲＩがＲ財団を

間接的にコントロールできるようになっているのです。

また、ＲＩの方は、通常の社団法人のような社員（ＲＩでは「各クラブ」がこれに該当します。）総会はありません。その

代わり規程審議会というものがあり、ここで諸規則を制定します。また、当然のことですが、理事会が存在し、この理

事会でＲＩの通常の運営に必要な事項を最終的に決定するのです。

２ ロータリーって何をする団体か。

ＲＩは奉仕活動をし、Ｒ財団は補助金活動をします。しかし、具体的な活動をするのは、いずれもＲＩの会員であるロ

ータリークラブであり、更にはそのメンバーである個人の「ロータリアン」なのです。

また、奉仕活動と補助金活動とは、名称が違いますし、後記のとおり活動の主体が若干違いますが、その目指すと

ころは同じといわれています。

３ ロータリークラブは、どのようなロータリアンで構成されているのですか。

その所属するクラブの内外において、自己研鑽に励み、自己の職業倫理を高めるとともに、世の中に奉仕しようと

する個人のロータリアンで構成されています。したがって、ロータリーはロータリアンの自己研鑽の場でもあります。

４ ＲＩのいう奉仕活動とはどのようなものなのですか。

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、及び新世代奉仕という５つの奉仕活動です。

５ それぞれの奉仕活動の内容を説明してください。

① クラブ奉仕

クラブ奉仕とは、自分の所属するクラブの機能を充実させるため、クラブ内で与えられた任務を各会員が完全に

全うすること及びそのためのプログラムないしはプロジェクトをいいます。要するに、ロータリアンとしては、一所

懸命クラブに尽くすことです。

② 職業奉仕

職業奉仕とは、人々が様々な職業に携わる中で、奉仕の理想（後記参照）を生かしていくことをＲＩが育成し支援

すること及びそのためのプログラムないしはプロジェクトをいいます。ちなみに、この職業奉仕の理想に本来込

められているものとは、次の３つです。

１） あらゆる職業において最も高度な道徳的水準を守るとともに、これを推進することです。

この中には、雇主、従業員及び同僚への誠実さや忠実さ、また、これらの人たちや同業者、更には一般の

 人々及び職業上の知己等全ての人々に対する公正な対応も含まれます。

２） 自己または他のロータリアンの携わる職業のみならず、あらゆる有用な職業の、社会に対する価値を認め

ることです。

３） 自己の職業上の手腕を社会の問題解決やニーズに役立てることです。
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ゲ ス ト 卓 話 （ ２ ／ ３ ）

なお、職業奉仕は、ロータリークラブとロータリアン両方の責務です。ちなみに、クラブの役割は、ロータリアンに

対し模範となる実例を示したり、ロータリアンが自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発するこ

とによって、自己の目標を実践できるよう推奨することです。また、ロータリアンの役割は、ＲＩの原則に沿って自

らと自分の職業を律するとともに、上記クラブプロジェクトに応えることです。

要するに、ロータリアンとしては、まじめに一所懸命コツコツと仕事をし（責任と誇りの保持、道徳的水準の向

上）、他人の仕事の価値も認め（多様性の認識）、同時に自分の職業上の腕を社会に役立てること（社会貢献の

実践）です。その際の手法は、この奉仕の理想を目標にし、二つの標語（後記参照）を胸に秘め、四つのテスト

（別紙５）を秤として、八つの行動規範に基づいて行うことなのです。

ＲＩは、このように職業奉仕という奉仕活動を強調していますが、これが他の奉仕活動と異なるところだと言われ

ています。なお、職業奉仕と後記の社会奉仕との違いは、受益者の違いだとも言われています。すなわち、ロー

タリアン以外の人が受益者になる場合が社会奉仕であり、ロータリアン自身が受益者になる場合を職業奉仕だ

とするのです。

③ 社会奉仕

社会奉仕とは、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、必要に応じ

て他の人々と協力しながら行うクラブやロータリアンの奉仕活動及びそのためのプログラムないしはプロジェクト

をいいます。詳細につきましては、２０１０年の手続要覧を参照してください。

なお、社会奉仕の主体に関する考え方には、いろいろなものがあります。

④ 国際奉仕

国際奉仕とは、書物などを読むことや通信等を通じ、また、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆ

る活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や習慣、あるいはその功績や願い、更に

はその抱えている問題に対する認識を深め、これをもとに、国際理解、親善、及び平和を推進するために行うク

ラブやロータリアンの奉仕活動及びそのプログラムないしはプロジェクトをいいます。詳細につきましては、２０１

０年の手続要覧を参照してください。

⑤ 新世代奉仕

新世代奉仕とは、指導力育成活動、社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕プロジェクトへの参加や世界平和と異

文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年や若者によって好ましい変化がもたらされることをクラ

ブやロータリアンが認識すること及びそのためのプログラムないしはプロジェクトをいいます。詳細につきまして

は、２０１０年の手続要覧を参照してください。

６ それらの奉仕活動を、どのような理念なり哲学のもとに行っているのですか。

奉仕の理想（理念「The Ideal of Service」）です。

７ それは、どういう意味ですか。

まず奉仕それ自体についてですが、簡単に言えば、世のため人のために尽くすことです。また、「分かち合い」、

「思いやり」、「関わり合う」ことだとも表現されています。そして、奉仕の理想（理念）と言った場合、これは、自分に

天職という使命を与えてくれた社会、また自分の職業を生かし続けさせてもらっている社会に感謝するとき、その仕

え方即ち「奉仕」の基本として、個人生活、社会生活、及び職業生活において、利己的欲求は最小限度にとどめ、

常に最大利他の究極を求め続けて行こうとする、ＲＩの基本的で且つ究極的な奉仕哲学そのものなのです（最少利

己の最大利他）。ちなみに、これを標語にしたものが、第１標語の「超我の奉仕」（これはロータリーの「奉仕哲学」と

いわれています。）であり、また、第２標語の「最も奉仕する者、最も多く報いられる。」というものです。これはロータ

リーの「実践理論」といわれているものです。原文のより正確な意味は、「最良の奉仕をする者が最大の利益を得

る。」だと思います。

８ ＲＩにはその他に共通の価値観があるのですか。

今の「奉仕」の中に、親睦、多様性、高潔性、及びリーダーシップという４つの価値観です。したがって、ＲＩは、合計

で５つの共通した価値観を持っているということになります。なお、リーダーシップとは、一般的に「人々を価値ある

ゴールへ導く能力」であるとか、「影響力」であるといわれていますが、ＲＩにおけるリーダーシップとは、ロータリアン

がお互いに高め合うことを意味するともいわれています。
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ゲ ス ト 卓 話 （ ３ ／ ３ ）

９ これらの価値観に基づく行動規範はあるのですか。

従前の職業宣言を変更したものですが、以下の８項目です。

①全ての行動と活動において高潔性の模範を示すこと

②職業を奉仕に生かすこと

③全ての行動を論理的に行うこと

④他者との取引において公正に務め尊敬の念を持って接すること

⑤社会的に有用な仕事に敬意の念を持ちこれを推進すること

⑥若い人々のために自分の職業的才能を捧げること

⑦ロータリーの評判を貶めないこと

⑧同輩のロータリアンに特別の利益を求めないこと

１０ 奉仕活動は分かったのですが、自己研鑽とは、どのようにして行うのですか。

まず、毎週行われる各クラブの例会の中で、他のロータリアンと交流しあるいは又講師の卓話を聞いたりして行いま

すが、前記５つの奉仕活動を通しても行われます。更には、地区やグループ等が開催する大会やミーティング、ま

た、各種の研修やセミナー等に積極的に出席し、その中で一所懸命勉強することです。

１１ ところで、Ｒ財団のいう補助金活動とはどのようなものなのですか。

（新）地区補助金、グローバル補助金及びパッケージ・グラントに基づく活動ですが、その内容等の詳細は、各論を

お読みください。

なお、これらの補助金活動は、ロータリークラブの名の基にクラブが主体となって行うものであり、ロータリアン個人

の名前で行うものではありません。これが、ＲＩのいう奉仕活動と大きく違うところです。

ちなみに、ＲＩの奉仕活動の場合は、ロータリークラブの名前で行う場合と、ロータリアン個人の名前で行う場合の両

方がありますが、個人の名前で行う奉仕活動については、クラブはこれを奨励したり（当然に、奨励すべきです。）、

時によりアドバイスするだけであって、直接関与することはできません。また、職業奉仕の場合については、クラブ

の名において行う対外的な奉仕活動の存在は、ほとんど想定できません。これが、職業奉仕の、社会奉仕・国際奉

仕及び新世代奉仕との違いと言えますし、正に真骨頂と言えるのではないでしょうか。

１２ Ｒ財団には、理念なりモットー（標語）があるのですか。

あります。それが、「Doing Good in the world」（世界で良いことをしよう）であり、「Doing Good in the district」（地域

で良いことをしよう）です。要するに、「Doing Good」（善行）がこれに当たります。ちなみに、ＲＩの理念は、前述のと

おり、「The Ideal of Service」（奉仕の理想）です。

１３ では、上記のＲＩの理念（奉仕の理想）とＲ財団のモットー（善行）とは違うのですか。

言葉は違いますが、目指すところは同じです。むしろ、「善行の中でも奉仕の理想を生かす。」というべきかもしれま

せんし、更には、「ロータリー財団を通じても奉仕活動を行う。」ということになるのだと思います。

以上です。これを機会にしっかりと学んでください。

ご静聴ありがとうございました。


