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本日　９月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「厳しい環境を生きる子どもたちへのサポート」

あさひの風法律事務所 弁護士 中島　香織 氏

次週　10月７日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会
　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2467回　例会報告／令和２年９月９日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週末からの台風10号の
接近には驚かされまし
た。最近は異常気象とい
う言葉が繰り返され、異
常であることに慣らされ

ているように思います。それでも、危険であ
ることを世に知らせるために、強い表現が用
いられ、徐々にエスカレートしているように
も思います。幸い高知県下では、この度の台
風での大きな被害はなかったようですが、童
話の「オオカミと少年」の村人にならないた
めに、肝心なときには正確な情報に目を向け
なければならないと思いました。
　かつて子役でテレビ、映画に大活躍した芦
田愛菜さんを覚えているでしょうか。先週木
曜日に行われたイベントでの話が非常に話題
になっています。それは、愛菜さんがかか
わった映画のお披露目イベントで、記者から
の「信じるということは、どういうことか」
という質問に対して、16歳の彼女が「その人
自身を信じているのではなく、自分が理想と
するその人の人物像に期待してしまっている
こと。裏切られたというけれど、その人が裏
切ったというわけではなく、その人の見えな
かった部分が見えただけ。見えたとき、それ
もその人なんだと受け止められる揺るがない

自分がいるというのが信じられるというこ
と。しかし、難しいので、人は成功した自分
の人物像にすがりたい」というふうに答えた
そうです。
　とても16歳とは思えない。16歳の少女の言
葉であることに驚かされました。
　自分の周りの家族、友人、同僚など、つい
人の評価をしてしまいますが、そのときに、
どうしても自分というものをないがしろにし
ていることが結構あります。例えば、あの人
よりこの人がどうのこうのというふうに、他
人同士を並べて評論家のように捉えているこ
とがあるんじゃないでしょうか。しかし、彼
女はシンプルに周りの人を自分がどうみてい
るかという目線で、自分自身の中身に注目し
て信じることについて考えています。いろい
ろな意味で、未来に残しておきたい言葉であ
るようにも思います。また、これから先々、
いろんな場面で引用されることが、あるん
じゃないかと思っています。
　子ども時代の彼女は大人びたコメントを連
発して、おばさんが中に入ってるんじゃない
かと言われることがよくありました。とにか
く天才的な子役でした。実はほんとの天才か
もしれない。というふうに、この言葉に接し
て思ったほどです。
　私は会長挨拶を常にロータリーと結び付け
る内容に構成していますが、この芦田愛菜さ
んの言葉は、まだ自分が十分に理解できてい
ないので、やめておきます。しかし、今後機
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会を見つけて、ロータリーというフィルター
を通して、この言葉と向き合った場合の皆さ
んのお考えなどをお聞かせいただきたいと思
います。少し無茶振りになるかもしれません
が、その節はよろしくお願いします。
　今日は、会員増強・退会防止委員会の猿田
委員長の「会員増強・退会防止について」と
題した卓話です。よろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・来週は休会です。
・９月15日から17日まで、情報集会が始まり
ます。
・９月23日はガバナー補佐訪問ですので、ネ
クタイ着用でお願いします。例会終了後、
クラブ協議会を行います。
・近いうちに10月７日の出欠案内を出します。
今回は会員と水曜会のみで行いますのでご
了承ください。

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（９月９日例会）
•竹村克彦　猿田委員長、卓話ご苦労さまで
した。　　
•西森やよい　猿田先生、緻密なご準備の上
での熱意あふれる卓話ありがとうございまし
た。会員の皆さま、しばらく行事が続きます。
何かとご協力賜りありがとうございます。
•猿田隆夫　本日は会員増強・退会防止委員
会のスピーチをさせていただきましたが、会
員の皆さま、新会員のご紹介をよろしくお願

　当クラブにおいて、本委員会の名称は長く
「会員増強委員会」とされていましたが、
2009－2010年度、なぜか「会員組織委員会」
となり、2011－2012年度の松野宏司会長年度
からは「会員増強・退会防止委員会」となっ
て現在に至っています。
　世界のロータリーは３万5,000以上のクラブ、
530地区、34のゾーンに分かれています。日
本は2,200以上のクラブ、34地区、１から３
のゾーンに分かれています。世界の会員数は、
1996年には120万人、その後は、横ばい。日
本は、1996－97年に13万人、その後、減少し
て現在は８万5,000人。国別では、やはり一
番はアメリカ、２位はずっと日本でしたが、
今はインドに抜かれています。１クラブ当た
りの会員数は大体、世界共通で40人前後。ア
メリカや日本は会員数が減少していますが、
インドや韓国では増えています。
　東クラブの会員数は、1995－1996年度が最
高で71人、その後は60人前後を推移していて、
女性会員の数も大体同じ人数できています。
会員減少の原因はいろいろあります。健康上
の問題、家庭的な問題、社会的な問題、経済
的な問題。そして、ロータリー自体の問題で、
フェローシップの欠如、会員同士の親睦の欠
如、会員間の派閥、クラブ例会の魅力の低下、

ロータリーに魅力を感じない、奉仕プロジェ
クトに興味を感じない、ロータリーに対する
考え方の不足、ロータリー情報が不徹底であ
る。
　源流の会を主催している田中毅パストガバ
ナーは、自身の論文の中で、
　「会員増強をもたらすには、職業奉仕が大
事であると言うことが一番大切である。ロー
タリーの衰退は社会奉仕活動に狂奔するあま
り、実業人の最も大切な奉仕活動である日常
の自分の事業経営を疎かにしている結果であ
る。決議23の34には、自分が儲けたいという
利己の心と、他人のために尽くしたいという
利他の心の相反する心を調和するのがロータ
リーの奉仕理念であると明文化されている。
　職業人の目的は、奉仕理念に基づいて、継
続的に利益をもたらす顧客を確保することで
ある。ロータリアンは、まず自分の事業の繁
栄を考え、次に自分の属する業界全体の繁栄
を考え、さらに地域社会全体の繁栄を図らな
ければならない。ロータリアンはその業界の
代表者なので、その事業を地域社会や世界に
紹介したり、仲介する責任がある。その活動
の素晴らしさを世間に知らせ、広報すること
が会員増強の引き金になっていく」と述べて
います。

　また、千種会の小堀憲助さんは決議23－34
を要約し、
　「一人一人のロータリアンがあくまで、１
個人として奉仕理念を実践に移さなければな
らない。奉仕の実践活動をするには、でき得
る限り年度内に完了することが肝要であり、
ロータリークラブは、既に他の団体が実施し、
実績を上げているような活動を企画立案、実
施してはならない」と言っています。
　私は昨年１月に「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」と題して、卓話をしました。これ
は大きな反響を呼んだ、群馬前橋ＲＣの本田
パストガバナーの「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」に対して、卓話したものです。
　本田パストガバナーは「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。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。
　この意見に対して、全国の多くのロータリ
アンから、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、これが、日本のロータリーのＤＮＡとな
っている。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。そして、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
とが必要だと思う。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。といった多くの意見が寄せられま
した。　
　そこで、これらのことを捉えて、私なりに
会員増強、退会防止の方法について、いくつ
か箇条書きにしてみました。
・経営的メリットを説く
・異業種の人とのかかわりで人間の幅が広く
なる

・純粋で健全なよき親睦が図れる
・誠実で頼りとなる友人が得られる
・他人の仕事、問題及び成功について啓発を
受けることができる
・効率の高い経営方針の教育が受けられる
・自分の願望を会員とともに奉仕活動するこ
とができる
・知己を広め、自分と自分の企業に対する信
頼を高めることができる
・各方面のオーソリティの、ためになる興味
ある卓話を聞き、知識を広めることができ
る
・クラブの各種「同好会」を通じて趣味を広
めることができる
・「入会のしおり」を活用する
・夜間例会、「時間変更例会」、「東酔会」な
どでアルコールを飲みながら親睦が図れる
・「水曜会」という夫人の会がある
・「サロンイースト」という、例会前に親睦
を深めるサロンがあり、昼からビール、ワ
インを飲む事ができる
・同好会であるゴルフ、囲碁、麻雀、はし拳、
テニス、英会話教室などがあることを紹介
する
　また、私の診療所の３階にある田村文庫に
は、小堀憲助さんの肉声ＣＤ151枚がありま
す。これを聞けば、ロータリーの勉強になる
し退会防止にもつながると思います。いつで
も貸し出ししていますので、ぜひお聞きいた
だきたいと思います。
　最後に、外部の方からロータリークラブと
は何かと聞かれたときの答え方「ロータリー
クラブとは、職業を通じて自己研鑽し、倫理
的、道徳的水準を向上させ、ひいては社会奉
仕に努めることを目的とする人々の集まり、
親睦団体です。互いに信頼と尊敬の念を持っ
て学び合い、奉仕の心を高め合うことを常に
考えています。ロータリー精神とは、人類全
体のことを考え、自分と他人を分け隔てせず、
一つに包むことです。ロータリーの仲間には
上下関係はなく、常にフラットな関係です」
　全てのクラブ会員には、新会員を推薦する
責務があると考えます。会員の皆さんには、
ロータリーの魅力をアピールしていただき、
新会員の推薦をよろしくお願いします。

いいたします。
•福岡満喜子　武吉さん、先週の卓話は勉強
になりました。耳では聞いて漠然としたイ
メージの「リモート会議」というものが、少
し分かりました。ありがとうございました。
•広瀬雅彦　入会から１年が経過しました。
これからもよろしくお願いします。
•岡　今朝男　誕生日プレゼントありがとう
ございます。年金の手続きが可能な年齢にな
りました（笑）
•山村一正　妻の誕生日記念ありがとうござ
いました。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇早退　１件
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個人として奉仕理念を実践に移さなければな
らない。奉仕の実践活動をするには、でき得
る限り年度内に完了することが肝要であり、
ロータリークラブは、既に他の団体が実施し、
実績を上げているような活動を企画立案、実
施してはならない」と言っています。
　私は昨年１月に「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」と題して、卓話をしました。これ
は大きな反響を呼んだ、群馬前橋ＲＣの本田
パストガバナーの「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」に対して、卓話したものです。
　本田パストガバナーは「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。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。
　この意見に対して、全国の多くのロータリ
アンから、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、これが、日本のロータリーのＤＮＡとな
っている。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。そして、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
とが必要だと思う。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。といった多くの意見が寄せられま
した。　
　そこで、これらのことを捉えて、私なりに
会員増強、退会防止の方法について、いくつ
か箇条書きにしてみました。
・経営的メリットを説く
・異業種の人とのかかわりで人間の幅が広く
なる

・純粋で健全なよき親睦が図れる
・誠実で頼りとなる友人が得られる
・他人の仕事、問題及び成功について啓発を
受けることができる
・効率の高い経営方針の教育が受けられる
・自分の願望を会員とともに奉仕活動するこ
とができる
・知己を広め、自分と自分の企業に対する信
頼を高めることができる
・各方面のオーソリティの、ためになる興味
ある卓話を聞き、知識を広めることができ
る
・クラブの各種「同好会」を通じて趣味を広
めることができる
・「入会のしおり」を活用する
・夜間例会、「時間変更例会」、「東酔会」な
どでアルコールを飲みながら親睦が図れる
・「水曜会」という夫人の会がある
・「サロンイースト」という、例会前に親睦
を深めるサロンがあり、昼からビール、ワ
インを飲む事ができる
・同好会であるゴルフ、囲碁、麻雀、はし拳、
テニス、英会話教室などがあることを紹介
する
　また、私の診療所の３階にある田村文庫に
は、小堀憲助さんの肉声ＣＤ151枚がありま
す。これを聞けば、ロータリーの勉強になる
し退会防止にもつながると思います。いつで
も貸し出ししていますので、ぜひお聞きいた
だきたいと思います。
　最後に、外部の方からロータリークラブと
は何かと聞かれたときの答え方「ロータリー
クラブとは、職業を通じて自己研鑽し、倫理
的、道徳的水準を向上させ、ひいては社会奉
仕に努めることを目的とする人々の集まり、
親睦団体です。互いに信頼と尊敬の念を持っ
て学び合い、奉仕の心を高め合うことを常に
考えています。ロータリー精神とは、人類全
体のことを考え、自分と他人を分け隔てせず、
一つに包むことです。ロータリーの仲間には
上下関係はなく、常にフラットな関係です」
　全てのクラブ会員には、新会員を推薦する
責務があると考えます。会員の皆さんには、
ロータリーの魅力をアピールしていただき、
新会員の推薦をよろしくお願いします。

いいたします。
•福岡満喜子　武吉さん、先週の卓話は勉強
になりました。耳では聞いて漠然としたイ
メージの「リモート会議」というものが、少
し分かりました。ありがとうございました。
•広瀬雅彦　入会から１年が経過しました。
これからもよろしくお願いします。
•岡　今朝男　誕生日プレゼントありがとう
ございます。年金の手続きが可能な年齢にな
りました（笑）
•山村一正　妻の誕生日記念ありがとうござ
いました。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇早退　１件



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先週末からの台風10号の
接近には驚かされまし
た。最近は異常気象とい
う言葉が繰り返され、異
常であることに慣らされ

ているように思います。それでも、危険であ
ることを世に知らせるために、強い表現が用
いられ、徐々にエスカレートしているように
も思います。幸い高知県下では、この度の台
風での大きな被害はなかったようですが、童
話の「オオカミと少年」の村人にならないた
めに、肝心なときには正確な情報に目を向け
なければならないと思いました。
　かつて子役でテレビ、映画に大活躍した芦
田愛菜さんを覚えているでしょうか。先週木
曜日に行われたイベントでの話が非常に話題
になっています。それは、愛菜さんがかか
わった映画のお披露目イベントで、記者から
の「信じるということは、どういうことか」
という質問に対して、16歳の彼女が「その人
自身を信じているのではなく、自分が理想と
するその人の人物像に期待してしまっている
こと。裏切られたというけれど、その人が裏
切ったというわけではなく、その人の見えな
かった部分が見えただけ。見えたとき、それ
もその人なんだと受け止められる揺るがない

自分がいるというのが信じられるというこ
と。しかし、難しいので、人は成功した自分
の人物像にすがりたい」というふうに答えた
そうです。
　とても16歳とは思えない。16歳の少女の言
葉であることに驚かされました。
　自分の周りの家族、友人、同僚など、つい
人の評価をしてしまいますが、そのときに、
どうしても自分というものをないがしろにし
ていることが結構あります。例えば、あの人
よりこの人がどうのこうのというふうに、他
人同士を並べて評論家のように捉えているこ
とがあるんじゃないでしょうか。しかし、彼
女はシンプルに周りの人を自分がどうみてい
るかという目線で、自分自身の中身に注目し
て信じることについて考えています。いろい
ろな意味で、未来に残しておきたい言葉であ
るようにも思います。また、これから先々、
いろんな場面で引用されることが、あるん
じゃないかと思っています。
　子ども時代の彼女は大人びたコメントを連
発して、おばさんが中に入ってるんじゃない
かと言われることがよくありました。とにか
く天才的な子役でした。実はほんとの天才か
もしれない。というふうに、この言葉に接し
て思ったほどです。
　私は会長挨拶を常にロータリーと結び付け
る内容に構成していますが、この芦田愛菜さ
んの言葉は、まだ自分が十分に理解できてい
ないので、やめておきます。しかし、今後機

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

会を見つけて、ロータリーというフィルター
を通して、この言葉と向き合った場合の皆さ
んのお考えなどをお聞かせいただきたいと思
います。少し無茶振りになるかもしれません
が、その節はよろしくお願いします。
　今日は、会員増強・退会防止委員会の猿田
委員長の「会員増強・退会防止について」と
題した卓話です。よろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・来週は休会です。
・９月15日から17日まで、情報集会が始まり
ます。
・９月23日はガバナー補佐訪問ですので、ネ
クタイ着用でお願いします。例会終了後、
クラブ協議会を行います。
・近いうちに10月７日の出欠案内を出します。
今回は会員と水曜会のみで行いますのでご
了承ください。

◇出席率報告
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•猿田隆夫　本日は会員増強・退会防止委員
会のスピーチをさせていただきましたが、会
員の皆さま、新会員のご紹介をよろしくお願
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て思ったほどです。
　私は会長挨拶を常にロータリーと結び付け
る内容に構成していますが、この芦田愛菜さ
んの言葉は、まだ自分が十分に理解できてい
ないので、やめておきます。しかし、今後機

会を見つけて、ロータリーというフィルター
を通して、この言葉と向き合った場合の皆さ
んのお考えなどをお聞かせいただきたいと思
います。少し無茶振りになるかもしれません
が、その節はよろしくお願いします。
　今日は、会員増強・退会防止委員会の猿田
委員長の「会員増強・退会防止について」と
題した卓話です。よろしくお願いします。

◇幹　事　報　告
・来週は休会です。
・９月15日から17日まで、情報集会が始まり
ます。
・９月23日はガバナー補佐訪問ですので、ネ
クタイ着用でお願いします。例会終了後、
クラブ協議会を行います。
・近いうちに10月７日の出欠案内を出します。
今回は会員と水曜会のみで行いますのでご
了承ください。

●会長／竹村克彦　●幹事／西森やよい　●雑誌会報委員／小比賀和弘・関　淑公・永野正将
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
351,111円
15,750円
366,861円

3,931円
0円

3,931円

355,042円
15,750円
370,792円

チビニコ 合　計

９月９日
今期の累計

◇出席率報告

　　　　　　　　　　（９月９日例会）
•竹村克彦　猿田委員長、卓話ご苦労さまで
した。　　
•西森やよい　猿田先生、緻密なご準備の上
での熱意あふれる卓話ありがとうございまし
た。会員の皆さま、しばらく行事が続きます。
何かとご協力賜りありがとうございます。
•猿田隆夫　本日は会員増強・退会防止委員
会のスピーチをさせていただきましたが、会
員の皆さま、新会員のご紹介をよろしくお願

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
10月７日㈬　創立夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　ガバナー公式訪問
10月９日㈮　高知東ロータリークラブ
　　　　　　創立記念日
10月14日㈬　定例理事会
10月28日㈬　役員会
11月４日㈬　定例理事会
11月11日㈬　ロータリー休日
11月18日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　（例会終了後）
11月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　10月２日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　10月５日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月６日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月13日㈫　情報集会夜間例会
高知南ＲＣ　　10月15日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月15日㈭　夜間例会
高知ＲＣ　　　10月27日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　10月27日㈫　ロータリー休日

　当クラブにおいて、本委員会の名称は長く
「会員増強委員会」とされていましたが、
2009－2010年度、なぜか「会員組織委員会」
となり、2011－2012年度の松野宏司会長年度
からは「会員増強・退会防止委員会」となっ
て現在に至っています。
　世界のロータリーは３万5,000以上のクラブ、
530地区、34のゾーンに分かれています。日
本は2,200以上のクラブ、34地区、１から３
のゾーンに分かれています。世界の会員数は、
1996年には120万人、その後は、横ばい。日
本は、1996－97年に13万人、その後、減少し
て現在は８万5,000人。国別では、やはり一
番はアメリカ、２位はずっと日本でしたが、
今はインドに抜かれています。１クラブ当た
りの会員数は大体、世界共通で40人前後。ア
メリカや日本は会員数が減少していますが、
インドや韓国では増えています。
　東クラブの会員数は、1995－1996年度が最
高で71人、その後は60人前後を推移していて、
女性会員の数も大体同じ人数できています。
会員減少の原因はいろいろあります。健康上
の問題、家庭的な問題、社会的な問題、経済
的な問題。そして、ロータリー自体の問題で、
フェローシップの欠如、会員同士の親睦の欠
如、会員間の派閥、クラブ例会の魅力の低下、

ロータリーに魅力を感じない、奉仕プロジェ
クトに興味を感じない、ロータリーに対する
考え方の不足、ロータリー情報が不徹底であ
る。
　源流の会を主催している田中毅パストガバ
ナーは、自身の論文の中で、
　「会員増強をもたらすには、職業奉仕が大
事であると言うことが一番大切である。ロー
タリーの衰退は社会奉仕活動に狂奔するあま
り、実業人の最も大切な奉仕活動である日常
の自分の事業経営を疎かにしている結果であ
る。決議23の34には、自分が儲けたいという
利己の心と、他人のために尽くしたいという
利他の心の相反する心を調和するのがロータ
リーの奉仕理念であると明文化されている。
　職業人の目的は、奉仕理念に基づいて、継
続的に利益をもたらす顧客を確保することで
ある。ロータリアンは、まず自分の事業の繁
栄を考え、次に自分の属する業界全体の繁栄
を考え、さらに地域社会全体の繁栄を図らな
ければならない。ロータリアンはその業界の
代表者なので、その事業を地域社会や世界に
紹介したり、仲介する責任がある。その活動
の素晴らしさを世間に知らせ、広報すること
が会員増強の引き金になっていく」と述べて
います。

　また、千種会の小堀憲助さんは決議23－34
を要約し、
　「一人一人のロータリアンがあくまで、１
個人として奉仕理念を実践に移さなければな
らない。奉仕の実践活動をするには、でき得
る限り年度内に完了することが肝要であり、
ロータリークラブは、既に他の団体が実施し、
実績を上げているような活動を企画立案、実
施してはならない」と言っています。
　私は昨年１月に「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」と題して、卓話をしました。これ
は大きな反響を呼んだ、群馬前橋ＲＣの本田
パストガバナーの「職業奉仕はロータリーの
根幹か？」に対して、卓話したものです。
　本田パストガバナーは「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。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。
　この意見に対して、全国の多くのロータリ
アンから、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、これが、日本のロータリーのＤＮＡとな
っている。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。そして、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
とが必要だと思う。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。といった多くの意見が寄せられま
した。　
　そこで、これらのことを捉えて、私なりに
会員増強、退会防止の方法について、いくつ
か箇条書きにしてみました。
・経営的メリットを説く
・異業種の人とのかかわりで人間の幅が広く
なる

・純粋で健全なよき親睦が図れる
・誠実で頼りとなる友人が得られる
・他人の仕事、問題及び成功について啓発を
受けることができる
・効率の高い経営方針の教育が受けられる
・自分の願望を会員とともに奉仕活動するこ
とができる
・知己を広め、自分と自分の企業に対する信
頼を高めることができる
・各方面のオーソリティの、ためになる興味
ある卓話を聞き、知識を広めることができ
る
・クラブの各種「同好会」を通じて趣味を広
めることができる
・「入会のしおり」を活用する
・夜間例会、「時間変更例会」、「東酔会」な
どでアルコールを飲みながら親睦が図れる
・「水曜会」という夫人の会がある
・「サロンイースト」という、例会前に親睦
を深めるサロンがあり、昼からビール、ワ
インを飲む事ができる
・同好会であるゴルフ、囲碁、麻雀、はし拳、
テニス、英会話教室などがあることを紹介
する
　また、私の診療所の３階にある田村文庫に
は、小堀憲助さんの肉声ＣＤ151枚がありま
す。これを聞けば、ロータリーの勉強になる
し退会防止にもつながると思います。いつで
も貸し出ししていますので、ぜひお聞きいた
だきたいと思います。
　最後に、外部の方からロータリークラブと
は何かと聞かれたときの答え方「ロータリー
クラブとは、職業を通じて自己研鑽し、倫理
的、道徳的水準を向上させ、ひいては社会奉
仕に努めることを目的とする人々の集まり、
親睦団体です。互いに信頼と尊敬の念を持っ
て学び合い、奉仕の心を高め合うことを常に
考えています。ロータリー精神とは、人類全
体のことを考え、自分と他人を分け隔てせず、
一つに包むことです。ロータリーの仲間には
上下関係はなく、常にフラットな関係です」
　全てのクラブ会員には、新会員を推薦する
責務があると考えます。会員の皆さんには、
ロータリーの魅力をアピールしていただき、
新会員の推薦をよろしくお願いします。

いいたします。
•福岡満喜子　武吉さん、先週の卓話は勉強
になりました。耳では聞いて漠然としたイ
メージの「リモート会議」というものが、少
し分かりました。ありがとうございました。
•広瀬雅彦　入会から１年が経過しました。
これからもよろしくお願いします。
•岡　今朝男　誕生日プレゼントありがとう
ございます。年金の手続きが可能な年齢にな
りました（笑）
•山村一正　妻の誕生日記念ありがとうござ
いました。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇早退　１件

９月９日

８月26日

総数
－6 53
－5 53

出席
40
40

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

75.47％
75.47％
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