
◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水曜会バザーへのご協力ありが
とうございました。　　　　
 ● 松本隆之　水曜会バザーに参加してくださ
った皆さま、本当にお疲れさまでした。また、
内容を聞く前に書いておりますが、猿田先生、
素晴らしい卓話をありがとうございました。
 ● 松﨑郷輔　高知城歴史博物館にて「寄贈特
殊　城郭浮世絵ー松﨑郷輔コレクションの世
界」が２月３日まで展示されています。50点
寄贈したら、うち20点が展示されているそう
です。併せて、以前高知東ＲＣから日本城郭
協会に寄付いただいた経緯もございますの
で、そのときのお礼も。
 ● 早瀬源慶　ついに孫が我が家にインフルエ
ンザを持ち帰りました。 別棟に隔離しています。
 ● 福岡満喜子　水曜会のバザーも無事終わり
ました。お手伝いくださった方々、本当にあ
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本日　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

次週　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

第2406回　例会報告／平成31年１月16日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
１月に入って初めての昼
の例会です。今、インフ
ルエンザが非常に流行し
ており、うちの会社も職
人を入れて十数名がイン

フルエンザに罹り、壊滅的な状況です。皆さ
んも、宴会等々で人が集まるところに出かけ
ることが多いと思いますが、くれぐれも気を
付けていただきたいと思います。
　新聞やテレビを見ていると、ほんとうに殺
伐とした出来事や紛争の報道が多い中で、
ニュースキャスターや評論家などがいろんな
意見を述べていますが、事実と真実が交錯し
ていて、事実の積み重ね、データの積み重ね
の話で真実に行き着かない。真実をどのよう
にして求めていくかが非常に難しいように思
います。
　事実というのは読んで字の如し「出来事」
ですので、理論的な必然性はないと思います
が、真実というのは一つしかない。１人２人
の会話やお付き合いにおいては、事実と真実
はほとんど乖離することなく理解できると思
うのですが、人が多くなったり組織が大きく
なった場合は、事実と真実がねじ曲げられた
りします。

　ロシアのプーチン大統領と安倍首相との会
談があるそうですが、ロシア人形のマトリョ
ーシカのように、事実を除けても除けても、
どんなに話し合っても真実は出てこないとい
うことが、悩ましいと感じます。
　ロータリーにおいても、国際ロータリーが
大きい組織になって、そこにある事実と真実
が、地方において何かすっきりしないところ
があるように感じます。東ＲＣは、現在会員
が60名弱です。私たちも運営の中で、単なる
事実の積み重ねを話すのではなくて、真実と
は何かということを、例会や懇親会の中で話
し合っていけたら、素晴らしいクラブ運営が
できるのではないかと、ちょっと真面目に話
してみました。
　事実と真実、恋と愛。元来、日本人は恋は
するが愛することは余りないと言われます。
日本人の愛とは、御大切な事・人ということ
です。愛国心というのは国を愛する心ではな
く、国を大切に思うことです。日本で「愛す
る」という言葉を使い始めたのは近代になっ
てからです。やはり原点に返って、お互いを
大切に、ロータリーを大切にする心を皆さん
が持てば、高知、四国、ひいては日本のロー
タリーが素晴らしいものになると考えます。
◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　岡本憲尚 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
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■高知東ＲＣ当面の日程
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇委嘱状伝達
　久松啓一会員
　（2019－20年度
　　長期戦略委員
　　会委員）
　永野健生会員
　（2019－20年度　財務委員会委員）
　山村一正会員
　（2019－20年度　ロータリー財団委員会補

助金ＶＴＴ小委員会委員）

◇国際奉仕委員会より
・2019－20年度短期交換派遣学生の募集がき

ています。２月20日の例会までに事務局か
私までご連絡ください。詳細はガバナー月
信１月号に出ていますのでご覧ください。

・書き損じハガキ等も、まだ回収をしていま
す。

◇幹　事　報　告
・１月19日㈯、ＩＭが開催されます。12時半

受付、13時開会です。

　一昨年１月の「ロータリーの友」に群馬前
橋ＲＣの本田パストガバナーが「職業奉仕は
ロータリーの根幹か？について」、日本の
ロータリーはこれでいいのか。もう少し世界
的に通用するようにと提言をされました。
「ロータリー運動の中で、日本のロータリー
の職業奉仕の概念は世界と大きくずれており、
日本のロータリーのガラバコス化を招いてい
る」といった内容が、日本中のロータリアン
にかなりの衝撃を与え、多くの議論を呼びま
した。
（以下、「ロータリーの友」記載文を要約）
　本田さんは、日本の職業奉仕は、他の４大
奉仕の上にあると言うのが、日本の伝統的な
考え方で、高い職業倫理観を持った高潔な人
格がロータリアンに求められている。だが、
世界のロータリーでは、自分の職業上のスキ
ルを生かした奉仕活動は、個人が行うもので
あれ、クラブが行うものであれ、全てりっぱ
な職業奉仕であって、財団のグローバル補助
金を使って行うＶＴＴも職業奉仕の活動とし
て認知されている。つまり、世界のロータリ
アンは、他の奉仕と並ぶ一つの奉仕部門とし
て職業奉仕を語り、日本のロータリアンは奉
仕の理念の職業への適応や自分自身の職業観
を語っている。このずれを解消できないでい

「職業奉仕はロータリーの
　　　　根幹か？」について

◇会員スピーチ 職業奉仕委員会委員長  猿田　隆夫 会員

ることが、日本のロータリーのガラパゴス化
を招いている。と言っています。
　そして、日本は職業奉仕という言葉で、奉
仕の理念や自分の職業倫理観を語ることを一
度やめてみてはどうか。職業奉仕という言葉
ではなく、世界共通の「奉仕の理想」という
言葉で議論を進めてはどうか。なぜなら、
ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、
これを育むことであり、奉仕の理念がロータ
リーの根幹であるからである。このように、
職業奉仕の捉え方を切り替えなければ、いつ
まで経っても世界のロータリーとの溝を埋め
ることも、対応することもできない。自分
は、奉仕の理念は究極の利他主義と考える。
　日本の伝統的職業奉仕論で培ってきた職業
倫理や、高潔性に関する日本のロータリアン
の知恵を、共通言語の「奉仕の理念」で世界
に発信していくことが重要と思う。このまま
では、日本のロータリーは、世界の中で孤立
するのではないかと懸念する。世界のロータ
リーの方向性に背を向けて日本独自の孤立路
線を歩むのか。それとも、世界の重要な一員
としてリーダーシップを発揮するのか、今、
大きな岐路に立たされている。と言われてい
ます。
　これに対して、いくつかの反論があります。

　今こそロータリーとは何か、何をする団体
なのかを改めて考え、ロータリーの原理原則
である決議23の34に学び、ロータリーの原点
に戻ることが必要と思う。この決議は、個人
奉仕か団体奉仕かに対する長い論争に終止符
を打ち、ＲＩとクラブとロータリアンの機能
を明確化した。
　日本の職業奉仕は、単に自分なりに善意で
仕事をすれば良いというものではなく、その
職業の遂行過程や結果によって、他人に恵み
や喜びを与える。いわば世のため、他人のた
めの実践である。職業の実践を通じての社会
奉仕はロータリーの理念であり、日本の職業
奉仕観は世界のそれと乖離していないと思う。
　日本でロータリーが急速に発展した背景に
は、日本古来の職業観がロータリー職業奉仕
と合致することに共感した先達の叡知があり、
それが奉仕の理念と相まったためである。今
や職業奉仕は、日本のロータリーのＤＮＡと
して、高い評価が定着している。
　ＲＩが示した方針と傾向が世界の大勢だか

ら右に倣えでは、潤いとロマンを欠いた味気
ないロータリーになるのではないかと不安に
なる。国別のロータリーの個性として容認す
る懐の深さを信じたい。
　意義ある事業とはロータリーが行う事業で
はなく、ロータリアン各自の事業、すなわち
職業を示している。ロータリークラブはあく
までクラブであって、奉仕を専門にする団体
ではなく、各会員にロータリーの精神を吹き
込み、その実践を奨励するだけである。
　このように、本田パストガバナーは、世界
のロータリアンが考える職業奉仕と日本の考
える職業奉仕がいかにずれているかというこ
とを述べられましたが、私、猿田個人としま
しては、日本は、日本のよき職業奉仕論を持
っている。そのどちらを選択するかというこ
とは、今後の若い皆さん方にかかっていると
思います。
　最後に、１月30日㈬、早瀬会員の称名寺に
おいて職場例会を行います。多くの出席をお
願いします。
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ロータリー休日

りがとうございました。
 ● 西森やよい　次々年度幹事を拝命いたしま
した。一生懸命務めさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　誕生祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、長期欠席でご迷惑をかけ、申しわけご
ざいません。
 ● 猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。何歳かはすっかり忘れています。
 ● 大川内孝典　誕生日お祝いありがとうござ
いました。59歳になりました。今後もよろし
くお願いします。
 ● 永野健生　誕生日お祝いありがとうござい
ます。66歳になりました。まだまだ仕事に趣
味にがんばります。よろしくお願いします。
 ● 窪田満里子　記念すべき○○歳になりまし
た。何ともいえない気持ちです。元気で頑張
らなくてはと思っています。
 ● 岡本裕史　まずい！結婚記念日が過ぎてし
まった。今から大阪の妻へメールします。
 ● 佐野博三　入会18年目となりました。今後
ともよろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。（１月９日、16日分）

水曜会バザー
2019年１月13日㈰　於：新京橋プラザ前
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　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇委嘱状伝達
　久松啓一会員
　（2019－20年度
　　長期戦略委員
　　会委員）
　永野健生会員
　（2019－20年度　財務委員会委員）
　山村一正会員
　（2019－20年度　ロータリー財団委員会補

助金ＶＴＴ小委員会委員）

◇国際奉仕委員会より
・2019－20年度短期交換派遣学生の募集がき

ています。２月20日の例会までに事務局か
私までご連絡ください。詳細はガバナー月
信１月号に出ていますのでご覧ください。

・書き損じハガキ等も、まだ回収をしていま
す。

◇幹　事　報　告
・１月19日㈯、ＩＭが開催されます。12時半

受付、13時開会です。

　一昨年１月の「ロータリーの友」に群馬前
橋ＲＣの本田パストガバナーが「職業奉仕は
ロータリーの根幹か？について」、日本の
ロータリーはこれでいいのか。もう少し世界
的に通用するようにと提言をされました。
「ロータリー運動の中で、日本のロータリー
の職業奉仕の概念は世界と大きくずれており、
日本のロータリーのガラバコス化を招いてい
る」といった内容が、日本中のロータリアン
にかなりの衝撃を与え、多くの議論を呼びま
した。
（以下、「ロータリーの友」記載文を要約）
　本田さんは、日本の職業奉仕は、他の４大
奉仕の上にあると言うのが、日本の伝統的な
考え方で、高い職業倫理観を持った高潔な人
格がロータリアンに求められている。だが、
世界のロータリーでは、自分の職業上のスキ
ルを生かした奉仕活動は、個人が行うもので
あれ、クラブが行うものであれ、全てりっぱ
な職業奉仕であって、財団のグローバル補助
金を使って行うＶＴＴも職業奉仕の活動とし
て認知されている。つまり、世界のロータリ
アンは、他の奉仕と並ぶ一つの奉仕部門とし
て職業奉仕を語り、日本のロータリアンは奉
仕の理念の職業への適応や自分自身の職業観
を語っている。このずれを解消できないでい

「職業奉仕はロータリーの
　　　　根幹か？」について

◇会員スピーチ 職業奉仕委員会委員長  猿田　隆夫 会員

ることが、日本のロータリーのガラパゴス化
を招いている。と言っています。
　そして、日本は職業奉仕という言葉で、奉
仕の理念や自分の職業倫理観を語ることを一
度やめてみてはどうか。職業奉仕という言葉
ではなく、世界共通の「奉仕の理想」という
言葉で議論を進めてはどうか。なぜなら、
ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、
これを育むことであり、奉仕の理念がロータ
リーの根幹であるからである。このように、
職業奉仕の捉え方を切り替えなければ、いつ
まで経っても世界のロータリーとの溝を埋め
ることも、対応することもできない。自分
は、奉仕の理念は究極の利他主義と考える。
　日本の伝統的職業奉仕論で培ってきた職業
倫理や、高潔性に関する日本のロータリアン
の知恵を、共通言語の「奉仕の理念」で世界
に発信していくことが重要と思う。このまま
では、日本のロータリーは、世界の中で孤立
するのではないかと懸念する。世界のロータ
リーの方向性に背を向けて日本独自の孤立路
線を歩むのか。それとも、世界の重要な一員
としてリーダーシップを発揮するのか、今、
大きな岐路に立たされている。と言われてい
ます。
　これに対して、いくつかの反論があります。

　今こそロータリーとは何か、何をする団体
なのかを改めて考え、ロータリーの原理原則
である決議23の34に学び、ロータリーの原点
に戻ることが必要と思う。この決議は、個人
奉仕か団体奉仕かに対する長い論争に終止符
を打ち、ＲＩとクラブとロータリアンの機能
を明確化した。
　日本の職業奉仕は、単に自分なりに善意で
仕事をすれば良いというものではなく、その
職業の遂行過程や結果によって、他人に恵み
や喜びを与える。いわば世のため、他人のた
めの実践である。職業の実践を通じての社会
奉仕はロータリーの理念であり、日本の職業
奉仕観は世界のそれと乖離していないと思う。
　日本でロータリーが急速に発展した背景に
は、日本古来の職業観がロータリー職業奉仕
と合致することに共感した先達の叡知があり、
それが奉仕の理念と相まったためである。今
や職業奉仕は、日本のロータリーのＤＮＡと
して、高い評価が定着している。
　ＲＩが示した方針と傾向が世界の大勢だか

ら右に倣えでは、潤いとロマンを欠いた味気
ないロータリーになるのではないかと不安に
なる。国別のロータリーの個性として容認す
る懐の深さを信じたい。
　意義ある事業とはロータリーが行う事業で
はなく、ロータリアン各自の事業、すなわち
職業を示している。ロータリークラブはあく
までクラブであって、奉仕を専門にする団体
ではなく、各会員にロータリーの精神を吹き
込み、その実践を奨励するだけである。
　このように、本田パストガバナーは、世界
のロータリアンが考える職業奉仕と日本の考
える職業奉仕がいかにずれているかというこ
とを述べられましたが、私、猿田個人としま
しては、日本は、日本のよき職業奉仕論を持
っている。そのどちらを選択するかというこ
とは、今後の若い皆さん方にかかっていると
思います。
　最後に、１月30日㈬、早瀬会員の称名寺に
おいて職場例会を行います。多くの出席をお
願いします。
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ロータリー休日

りがとうございました。
 ● 西森やよい　次々年度幹事を拝命いたしま
した。一生懸命務めさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　誕生祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、長期欠席でご迷惑をかけ、申しわけご
ざいません。
 ● 猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。何歳かはすっかり忘れています。
 ● 大川内孝典　誕生日お祝いありがとうござ
いました。59歳になりました。今後もよろし
くお願いします。
 ● 永野健生　誕生日お祝いありがとうござい
ます。66歳になりました。まだまだ仕事に趣
味にがんばります。よろしくお願いします。
 ● 窪田満里子　記念すべき○○歳になりまし
た。何ともいえない気持ちです。元気で頑張
らなくてはと思っています。
 ● 岡本裕史　まずい！結婚記念日が過ぎてし
まった。今から大阪の妻へメールします。
 ● 佐野博三　入会18年目となりました。今後
ともよろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。（１月９日、16日分）

水曜会バザー
2019年１月13日㈰　於：新京橋プラザ前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水曜会バザーへのご協力ありが
とうございました。　　　　
 ● 松本隆之　水曜会バザーに参加してくださ
った皆さま、本当にお疲れさまでした。また、
内容を聞く前に書いておりますが、猿田先生、
素晴らしい卓話をありがとうございました。
 ● 松﨑郷輔　高知城歴史博物館にて「寄贈特
殊　城郭浮世絵ー松﨑郷輔コレクションの世
界」が２月３日まで展示されています。50点
寄贈したら、うち20点が展示されているそう
です。併せて、以前高知東ＲＣから日本城郭
協会に寄付いただいた経緯もございますの
で、そのときのお礼も。
 ● 早瀬源慶　ついに孫が我が家にインフルエ
ンザを持ち帰りました。 別棟に隔離しています。
 ● 福岡満喜子　水曜会のバザーも無事終わり
ました。お手伝いくださった方々、本当にあ

高知東ロータリークラブ週報
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本日　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

次週　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

第2406回　例会報告／平成31年１月16日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
１月に入って初めての昼
の例会です。今、インフ
ルエンザが非常に流行し
ており、うちの会社も職
人を入れて十数名がイン

フルエンザに罹り、壊滅的な状況です。皆さ
んも、宴会等々で人が集まるところに出かけ
ることが多いと思いますが、くれぐれも気を
付けていただきたいと思います。
　新聞やテレビを見ていると、ほんとうに殺
伐とした出来事や紛争の報道が多い中で、
ニュースキャスターや評論家などがいろんな
意見を述べていますが、事実と真実が交錯し
ていて、事実の積み重ね、データの積み重ね
の話で真実に行き着かない。真実をどのよう
にして求めていくかが非常に難しいように思
います。
　事実というのは読んで字の如し「出来事」
ですので、理論的な必然性はないと思います
が、真実というのは一つしかない。１人２人
の会話やお付き合いにおいては、事実と真実
はほとんど乖離することなく理解できると思
うのですが、人が多くなったり組織が大きく
なった場合は、事実と真実がねじ曲げられた
りします。

　ロシアのプーチン大統領と安倍首相との会
談があるそうですが、ロシア人形のマトリョ
ーシカのように、事実を除けても除けても、
どんなに話し合っても真実は出てこないとい
うことが、悩ましいと感じます。
　ロータリーにおいても、国際ロータリーが
大きい組織になって、そこにある事実と真実
が、地方において何かすっきりしないところ
があるように感じます。東ＲＣは、現在会員
が60名弱です。私たちも運営の中で、単なる
事実の積み重ねを話すのではなくて、真実と
は何かということを、例会や懇親会の中で話
し合っていけたら、素晴らしいクラブ運営が
できるのではないかと、ちょっと真面目に話
してみました。
　事実と真実、恋と愛。元来、日本人は恋は
するが愛することは余りないと言われます。
日本人の愛とは、御大切な事・人ということ
です。愛国心というのは国を愛する心ではな
く、国を大切に思うことです。日本で「愛す
る」という言葉を使い始めたのは近代になっ
てからです。やはり原点に返って、お互いを
大切に、ロータリーを大切にする心を皆さん
が持てば、高知、四国、ひいては日本のロー
タリーが素晴らしいものになると考えます。
◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　岡本憲尚 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
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１月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
高知中央ＲＣ　２月７日㈭　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月12日㈫　観梅夜間例会
高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇委嘱状伝達
　久松啓一会員
　（2019－20年度
　　長期戦略委員
　　会委員）
　永野健生会員
　（2019－20年度　財務委員会委員）
　山村一正会員
　（2019－20年度　ロータリー財団委員会補

助金ＶＴＴ小委員会委員）

◇国際奉仕委員会より
・2019－20年度短期交換派遣学生の募集がき

ています。２月20日の例会までに事務局か
私までご連絡ください。詳細はガバナー月
信１月号に出ていますのでご覧ください。

・書き損じハガキ等も、まだ回収をしていま
す。

◇幹　事　報　告
・１月19日㈯、ＩＭが開催されます。12時半

受付、13時開会です。

　一昨年１月の「ロータリーの友」に群馬前
橋ＲＣの本田パストガバナーが「職業奉仕は
ロータリーの根幹か？について」、日本の
ロータリーはこれでいいのか。もう少し世界
的に通用するようにと提言をされました。
「ロータリー運動の中で、日本のロータリー
の職業奉仕の概念は世界と大きくずれており、
日本のロータリーのガラバコス化を招いてい
る」といった内容が、日本中のロータリアン
にかなりの衝撃を与え、多くの議論を呼びま
した。
（以下、「ロータリーの友」記載文を要約）
　本田さんは、日本の職業奉仕は、他の４大
奉仕の上にあると言うのが、日本の伝統的な
考え方で、高い職業倫理観を持った高潔な人
格がロータリアンに求められている。だが、
世界のロータリーでは、自分の職業上のスキ
ルを生かした奉仕活動は、個人が行うもので
あれ、クラブが行うものであれ、全てりっぱ
な職業奉仕であって、財団のグローバル補助
金を使って行うＶＴＴも職業奉仕の活動とし
て認知されている。つまり、世界のロータリ
アンは、他の奉仕と並ぶ一つの奉仕部門とし
て職業奉仕を語り、日本のロータリアンは奉
仕の理念の職業への適応や自分自身の職業観
を語っている。このずれを解消できないでい

「職業奉仕はロータリーの
　　　　根幹か？」について

◇会員スピーチ 職業奉仕委員会委員長  猿田　隆夫 会員

ることが、日本のロータリーのガラパゴス化
を招いている。と言っています。
　そして、日本は職業奉仕という言葉で、奉
仕の理念や自分の職業倫理観を語ることを一
度やめてみてはどうか。職業奉仕という言葉
ではなく、世界共通の「奉仕の理想」という
言葉で議論を進めてはどうか。なぜなら、
ロータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、
これを育むことであり、奉仕の理念がロータ
リーの根幹であるからである。このように、
職業奉仕の捉え方を切り替えなければ、いつ
まで経っても世界のロータリーとの溝を埋め
ることも、対応することもできない。自分
は、奉仕の理念は究極の利他主義と考える。
　日本の伝統的職業奉仕論で培ってきた職業
倫理や、高潔性に関する日本のロータリアン
の知恵を、共通言語の「奉仕の理念」で世界
に発信していくことが重要と思う。このまま
では、日本のロータリーは、世界の中で孤立
するのではないかと懸念する。世界のロータ
リーの方向性に背を向けて日本独自の孤立路
線を歩むのか。それとも、世界の重要な一員
としてリーダーシップを発揮するのか、今、
大きな岐路に立たされている。と言われてい
ます。
　これに対して、いくつかの反論があります。

　今こそロータリーとは何か、何をする団体
なのかを改めて考え、ロータリーの原理原則
である決議23の34に学び、ロータリーの原点
に戻ることが必要と思う。この決議は、個人
奉仕か団体奉仕かに対する長い論争に終止符
を打ち、ＲＩとクラブとロータリアンの機能
を明確化した。
　日本の職業奉仕は、単に自分なりに善意で
仕事をすれば良いというものではなく、その
職業の遂行過程や結果によって、他人に恵み
や喜びを与える。いわば世のため、他人のた
めの実践である。職業の実践を通じての社会
奉仕はロータリーの理念であり、日本の職業
奉仕観は世界のそれと乖離していないと思う。
　日本でロータリーが急速に発展した背景に
は、日本古来の職業観がロータリー職業奉仕
と合致することに共感した先達の叡知があり、
それが奉仕の理念と相まったためである。今
や職業奉仕は、日本のロータリーのＤＮＡと
して、高い評価が定着している。
　ＲＩが示した方針と傾向が世界の大勢だか

ら右に倣えでは、潤いとロマンを欠いた味気
ないロータリーになるのではないかと不安に
なる。国別のロータリーの個性として容認す
る懐の深さを信じたい。
　意義ある事業とはロータリーが行う事業で
はなく、ロータリアン各自の事業、すなわち
職業を示している。ロータリークラブはあく
までクラブであって、奉仕を専門にする団体
ではなく、各会員にロータリーの精神を吹き
込み、その実践を奨励するだけである。
　このように、本田パストガバナーは、世界
のロータリアンが考える職業奉仕と日本の考
える職業奉仕がいかにずれているかというこ
とを述べられましたが、私、猿田個人としま
しては、日本は、日本のよき職業奉仕論を持
っている。そのどちらを選択するかというこ
とは、今後の若い皆さん方にかかっていると
思います。
　最後に、１月30日㈬、早瀬会員の称名寺に
おいて職場例会を行います。多くの出席をお
願いします。
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りがとうございました。
 ● 西森やよい　次々年度幹事を拝命いたしま
した。一生懸命務めさせていただきます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
 ● 鬼田知明　誕生祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、長期欠席でご迷惑をかけ、申しわけご
ざいません。
 ● 猿田隆夫　誕生祝いありがとうございまし
た。何歳かはすっかり忘れています。
 ● 大川内孝典　誕生日お祝いありがとうござ
いました。59歳になりました。今後もよろし
くお願いします。
 ● 永野健生　誕生日お祝いありがとうござい
ます。66歳になりました。まだまだ仕事に趣
味にがんばります。よろしくお願いします。
 ● 窪田満里子　記念すべき○○歳になりまし
た。何ともいえない気持ちです。元気で頑張
らなくてはと思っています。
 ● 岡本裕史　まずい！結婚記念日が過ぎてし
まった。今から大阪の妻へメールします。
 ● 佐野博三　入会18年目となりました。今後
ともよろしくお願いします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。（１月９日、16日分）

水曜会バザー
2019年１月13日㈰　於：新京橋プラザ前



◇出席率報告

 ● 寺尾正生　水曜会バザーへのご協力ありが
とうございました。　　　　
 ● 松本隆之　水曜会バザーに参加してくださ
った皆さま、本当にお疲れさまでした。また、
内容を聞く前に書いておりますが、猿田先生、
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 ● 松﨑郷輔　高知城歴史博物館にて「寄贈特
殊　城郭浮世絵ー松﨑郷輔コレクションの世
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です。併せて、以前高知東ＲＣから日本城郭
協会に寄付いただいた経緯もございますの
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本日　１月23日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「ダイヤモンドクロッシング」

とさでん交通㈱専務取締役 亀川　代平 氏

次週　１月30日㈬ 12：30  称名寺
　　　職　場　例　会
　　　 「ロータリーと称名寺本堂との関係」

称名寺名誉住職 早瀬　源慶 会員

第2406回　例会報告／平成31年１月16日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
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◇来訪ロータリアン
　高知北ＲＣ　　岡本憲尚 氏
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
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１月16日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
１月30日㈬　職場例会（称名寺）
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会
３月６日㈬　定例理事会
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　２月１日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　２月４日㈪　2/1職場例会に振替
香長ＲＣ　　　２月５日㈫　2/6観梅夜間例会に変更
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高知中央ＲＣ　２月14日㈭　建国記念日に振替
高知南ＲＣ　　２月21日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月22日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月25日㈪　炉辺夜間例会
高知ＲＣ　　　２月26日㈫　創立夜間例会

◇委嘱状伝達
　久松啓一会員
　（2019－20年度
　　長期戦略委員
　　会委員）
　永野健生会員
　（2019－20年度　財務委員会委員）
　山村一正会員
　（2019－20年度　ロータリー財団委員会補

助金ＶＴＴ小委員会委員）

◇国際奉仕委員会より
・2019－20年度短期交換派遣学生の募集がき

ています。２月20日の例会までに事務局か
私までご連絡ください。詳細はガバナー月
信１月号に出ていますのでご覧ください。

・書き損じハガキ等も、まだ回収をしていま
す。

◇幹　事　報　告
・１月19日㈯、ＩＭが開催されます。12時半

受付、13時開会です。
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