
35

インスピレーションになろう
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大阪鶴見ロータリークラブテーマ「もっとエモーショナルなクラブへ」

（２ページへ続く）

奉仕の理想

〈第1610回〉 2018年10月30日（火） 本年度第14回 11月6日（火）

担当：笛吹米山委員長 担当：武市会員

せ、生命の存続に努めなければならない。
④　現在の生活は過去の経済活動によって成り立ってい
る。未来の生活は現在の経済活動によってもたらされる。
過去に感謝し、未来へ繋ぐことを忘れてはならない。
尊徳は報徳訓で、人が生きていくためには、人と自然が

共存し、経済を循環させて繁栄に導くことが重要だとして
います。そして、物事の結果には必ず原因があり、結果を
決めるのは心掛けや行いであると教えています。つまり、
自分の境遇は祖先の心掛け・行いの結果であり、自分の心
掛け・行いの結果が子孫の将来に影響を与えるということ
です。ロータリーも心の開発、職業奉仕を基軸とした奉
仕、例会、親睦といった、先人から受け継いだ基盤を大切
にしながら、更なる発展に努め、新しい試みをグローバル
に展開しています。私は、報徳の道徳観もロータリーにお
ける職業奉仕の道徳観もマクロ的には同じではないかと思
っています。報徳訓の説く人生観、すなわち、過去・現
在・未来を連続的に捉えた上で、善因善果・悪因悪果を基
軸とした道徳規範は、クラブ、企業、家庭などを問わず、
あらゆる組織や集団の行動指針にも成り得るものだと思い
ます。

（２ページへ続く）

経済と地域社会の発展月間/米山月間

二宮尊徳が実践した、
　　報徳を以ってロータリーを理解する⑩　報徳訓

これまでの会長インフォメーションで、二宮尊徳の報徳の
道をご紹介し、報徳とロータリーの共通点を私なりに検証し
てまいりました。本日のテーマ報徳訓とは、尊徳自身が、報
徳の神髄を農民層にもわかりやすいよう108文字にまとめ、
報徳のめざす人生観を凝縮して伝えたものです。報徳訓で尊
徳は、自然の摂理や人としてあるべき姿を説いています。報
徳訓の概要を私の言葉でご説明すると次のようになります。
① 自分がこの世に存在するのは、親が生命を与えてくれたか
らである。生命とは、過去・現在・未来へと脈々と受け継が
れるものである。故に、自分も親から受けたと同様、心を込
めて子孫の育成に努めなければならない。
② 自分は親の世代、それ以前の世代が築いた生活基盤を継承
して生きている。祖先に感謝し、祖先の努力の賜物を自ら努
めて発展させ、子孫に継承させなければならない。
③ 自分が生命を維持し、健康であるためには衣食住が必要で
ある。自然と共存しながら、勤労によって衣食住を充足さ

世界に羽ばたく米山奨学会
講師：元米山学友会会長　何　玉翠　氏

歯科衛生士国家試験に循環器疾患が、
看護師国家試験には歯科関連問題が登場
講師：谷　康平　氏

ほうとくくん
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￥29，０００.-　　　　累計　￥340，０００.-

￥3，０００.-　　　　累計　￥42，０００.-

菊 井 会 員 山本博史ガバナーをお迎えして。ようこそい
らっしゃいました。

清 水 会 員 山本ガバナー、柿本地区幹事をお迎えして。

佐 藤 会 員 山本ガバナー、柿本地区幹事の来訪を歓迎し
て。

大 草 会 員 山本博史ガバナー、ようこそお越しくださいま
した。

秀 島 会 員 みなさまご無沙汰です！山本ガバナーようこ
そ！！

水 間 会 員 山本ガバナー、ようこそお越しくださいました。
ご指導宜しくお願い申し上げます。大阪南Ｒ
Ｃの皆様、ニコニコ有難うございます。地区大
会が盛会となることを祈っております。

大阪南ＲＣ １２月７日、８日に開催の地区大会のＰＲを
させていただきます。皆様ぜひご参加ください
ますよう宜しくお願い申し上げます。

田 中 会 員 山本ガバナーのご訪問を歓迎いたします。昨
日、交野ＲＣ３５周年記念チャリティーゴルフ
大会に参加いたしました。人生初めての大コ
ンペでのブービーメーカーとなりました。芋堀
の参加の皆様、ご苦労様でした。

中 村 会 員 山本ガバナーのご来訪を歓迎して！11/20さ
つまいも食育プロジェクト最終回、収穫作業無
事終了いたしました。ご参加頂きました皆様に
感謝。事務局に美味しいさつま芋を置いてお
きます。どうぞお持ち帰りください。

水 間 会 員 ＪＢバンド、カーラートーマス、インプレッショ
ンズに続いて、今年４人目のサザンソウルシ
ンガー ウィリー・ハイタワーが明後日大阪でラ
イブをします。どんなステージを見せてくれる
か、今からドキドキです。なお、東京のライブに
も行きますので、来週の例会は申し訳ありませ
ん。

１０月２０日（土）１３：３０より食育・さつまいもプロジェ
クトの最終の収穫作業を実施致しました。心配した天気も開
始時は好天となり山本会長の挨拶後、参加１１４家族 ３８
０名の皆さんと当クラブ関係者で収穫作業を行いました。御
帰り時に当クラブが準備した駄菓子をお渡しして皆さんニコ
ニコ顔で沢山のさつまいもを抱え無事さつまいもプロジェク
トは終了致しました。

交野ロータリークラブ 創立35周年記念事業チャリティーゴ
ルフ大会参加について
I.M.第3組ロータリークラブ参加で120名、当クラブからは

7名の参加で大盛況に
終わることとなりました。秋晴れの中、皆様楽しいゴルフと

なり大変堪能いたしました。

パーティ会場では、アプローチゲーム、パターゲームを催さ
れ又、ティーチングプロによるスイング分析もありお客様待ち
時間も退屈しないよう計らって頂きました。
交野RC皆様方には、ホスト役にて対応されお疲れ様でし

た。
残念ながら当クラブより入賞は御座いませんでした。
皆様お疲れ様でした。（2018年10月22日）

10月23日（火） 山本博史ガバナー公式訪問
第２５回 日本語作文コンクール表彰式

幹事：源 壽美子幹事報告

報徳訓
父母の根元は天地の令名にあり
身体の根元は父母の生育にあり
子孫の相続は夫婦の丹精にあり

父母の富貴は祖先の勤功にあり
吾が身の富貴は父母の積善にあり
子孫の富貴は自己の勤労にあり

身命の長養は衣食住の三つにあり
衣食住の三つは田畑山林にあり
田畑山林は人民の勤耕にあり

今年の衣食は昨年の産業にあり
来年の衣食は今年の艱難にあり
年年歳歳報徳を忘るべからず

部長：中村浩一社会奉仕委員会報告

委員長：巽 健一カイツブリ会報告
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１　はじめに

ロータリーの主役は各クラブであり、また一人一人のロー
タリアンです。このことに異論はないと思います。しかし、ロー
タリー活動が全世界的なものである以上、各地区の特性を活
かしつつも、皆がロータリーの目的に向かって足並みをそろ
える必要があります。国際ロータリー（以下「RI」と略称）はロ
ータリー全体を管理するための組織であり、その管理のため
に各地区に派遣されているのがガバナーです。この度、貴重
な機会をいただきましたので、RIの方針、今RIで議論されて
いること、そして当地区の方針についてお話させていただき
ます。

２　本年度のRIのテーマと目標

本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」と略称）のテ
ーマは「BE THE INSPIRATION～インスピレーションになろ
う～」です。インスピレーションという言葉は、ひらめき、思い
つきといった意味だけでなく、周りの人々に生気を与える、息
吹きを吹き込むという意味があります。

ラシン会長は本年6月のトロント国際大会のスピーチで
「私達は手を取り合います。なぜなら協力すれば一人よりもず
っと強くなれると知っているからです。私達は行動します。な
ぜならロータリーは夢想家ではなく、実行する人の集まりだ
からです。」と語りました。トロント国際大会でよく見かけた三
つの標語「TRANSFORM…変えていこう」「PEAPLE　OF　
ACTION…世界を変える行動人」「CONNECT…ちからをつな
ごう」は、このラシン会長のスピーチのエッセンスです。

この「インスピレーションになろう」というテーマはラシン会
長の独創ではありません。ロータリーの根幹ともいうべき「ロ
ータリーの目的」（RI定款第4条、標準ロータリークラブ定款
第5条参照）を踏まえ、RIが2010年に策定したロータリー戦
略計画の「ロータリーの使命」や「中核的価値観(コア･バリュ
ー)」、そしてRI理事会が2017年7月に策定した「ロータリー
のビジョン：私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし
て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々
が手を取り合って行動する世界を目指しています。」等、これ
まで積み重ねてきたものの実践を働きかけるものです。

ラシン会長は、本年度のテーマを実現するため、「クラブのサ
ポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと
認知度の向上」という三つの優先項目を具体化する 11 の目
標を打ち出しました。また、目標として掲げられていませんが、
ラシン会長はトロント国際大会の閉会式のスピーチでロータ
ーアクトを重要視し、その数の倍増を求めました。もっとも、こ
のローターアクトについては、海外と日本とでは、RAC のおか

卓  話
れる状況が異なることもあり、当地区の実情にあった RAC の
あり方を検討し、提案するに留めるつもりです。

RI が今後目指す方向については、①ポリオ撲滅の早期実
現、②会員増強と会員の高齢化ストップ、③ロータリー財団の
拡大、④公共イメージと認知度の向上、⑤ポリオ撲滅後のテー
マの模索と、より強力なパートナーとの協力関係の構築の５
項目がキーワードとなります。この点については、今後もでき
るかぎり皆様と情報を共有化していきたいと思います。

３　2660 地区のビジョンと本年度の方針

最近のＲＩの方向性をふまえ、我々 2660 地区の歴史、価
値観、組織風土を大切にしながら各クラブが、そして地区が発
展していくよう、片山ガバナー年度、本年 4 月に以下の地区ビ
ジョンを策定し、また 2017-18 年度から2021-22 年度に適
用する地区中期５カ年目標を列挙しています。紙幅の関係
上、地区中期５カ年計画は割愛しますが、重要な目標ですの
で、地区ウェブサイト等で是非ご確認ください。

■私たち第 2660 地区は RI テーマを理解し、地域の特性に
あった活動をすることにより具現化します。

■ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界
及び地域社会で良い変化を生み出します。

■それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになる
事を目指します。

ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前記 2660 地区
のビジョンを踏まえ、当地区の本年度の方針は以下の 10 項
目です。

①ポリオ撲滅への協力をお願いします。

②ロータリー賞の受賞を目指してください。

③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお願いしま
す。

④会員基盤を増強してください。

⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向上へのチャ
レンジをお願いします。

⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを策定してくだ
さい。

⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進してください。

⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への積極的な参
加をお願いします。

⑨ロータリーデーにご参加ください

⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務ルールを徹底
します。

いずれも行動、実践をともなうものであり、皆様の積極的な
活動を期待します。

最後に、当地区のクラブ運営のあり方ですが、2016 年の規
定審議会で運用ルールが大幅に緩和されたことにより、ネット
で例会を行うクラブの名称から「E」という文字が消え、

国際ロータリー第２６６０地区
山本博史ガバナー公式訪問
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本日のロータリーソング

10月9日【1608回】

会員数　 　 　 　 34名

（内出席規定免除   9名）

出席会員   24名中  14名

出席免除会員  10名中  6名

出 席 率 20/30   66.67%

ビジター　　　　 5名

ゲスト　　　　　 1名

出席総数　　　　 26名

前々回  10/2  Ｍ/Ｕ 3名

修正出席率 89.66%

担当：笹野会員

他の一般のクラブと同じ位置づけとなりました。世界では、
ロータリアンの自宅やコーヒーショップを例会場とする、ある
企業や家族の一員であれば例会に参加できるというクラブも
現れています。例会に出席するために長時間の移動が必要、
あるいは人の活動範囲が広がり、同時刻に同じ場所に集まる
ことが難しいという人たちもいます。他方、ジェネレーション
ギャップとでも言うべき現象も起こっています。聞くところによ
ると、ある新しいクラブの若い会員が、東京RCの帝国ホテル
での例会に短パンでメイクアップに来たということです。この
珍事に、大半のロータリアンは常識とTPOの問題だと考える
と思いますが、中には、それもダイバーシティだと言う方もい
ます。日本のロータリーの今後の発展を考えると、他人事とし
て済ませてしまうのではなく、自分達自身の問題として真剣に
考え、我々の意見をはっきりと述べていく必要があるのでは
ないでしょうか。

末尾になりましたが、会員皆様の益々のご発展とご健勝を
お祈りし、ガバナースピーチとさせて頂きます。ご静聴ありが
とうございました。

山本ガバナー、柿本地区幹事をお迎えして

日本ロータリー100周年記念ゴング

地区大会PR


