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◆奥様・ご主人様　誕生日
　９日　田中　寛子　様
　１７日　中村　雅子　様
　１９日　那須　次子　様
　２３日　細川　潤子　様
　２４日　坂上　妙子　様

会長　大西　利哉

　皆さん今晩は、本日は大室ガバナーの公式
訪問です。ご随行の大橋泰弘さまにもお世話
になります。例年より数か月程早い訪問とな
り、準備も皆さんのご協力のお陰で整えるこ
とができましたことに感謝いたします。あり
がとうございました。
　さて本日は5：30～6：30の一時間 中ロータ
リーの事務所にて会長・幹事の懇談会を行い
ました。大室ガバナーより「ロータリーの原
点とは」のお話を聞かせて頂き勉強になりま
した。
　今回は「ロータリーの奉仕活動とボランテ
ィア活動」の違い調べてみました。
国語辞典では、
【奉仕】
１．社会や人のために（個人的利害を無視し
　　て）つくすこと。
２．商人が安い値段で品物を売ること。「奉
　　仕品」など
【ボランティア】

公共福祉などのために自主的に無報酬で奉仕
活動をする人。
篤志奉仕家。｢ボランティア精神｣｢ボランティ
ア活動｣など。
volunteer英和辞典では
１．無償奉仕者
２．有志､志願者
３．志願兵

共通点　　奉仕もボランティアも､他者のため
　　　　　の行為
相違点　　ボランティアは自主的行為である
　　　　　が、奉仕はその限りではない。ボ
　　　　　ランティアは無償であるが奉仕は
　　　　　その限りでない。
とありました。
　一方ロータリーの奉仕との違いは、
　（ロータリー文庫の中に2670地区のガバナ
　　ー月信2013.6月Vol.12「ロータリーは宗教
　　か」より）
一般的なボランティア団体との比較

会長の時間

2.aiロータリークラブ
ボランティア団体
態様（あり方）
･奉仕する個人の集まり
･事業主あるいは準ずる者
･精神性や理念性を一義的に活動
　　ロータリーの精神を学び、自分を高め、
実生活(事業など)に活かす
･職業奉仕が主体
･主に個人より団体的に奉仕活動を行う
･会員の制約はなく、志のある人なら誰でも
目的
･奉仕活動で学んだことを実生活に活かすこと
を推奨
･しかし、実際の奉仕活動は
ボランティア団体と相違ない

社会への奉仕活動そのものが目的
対象
･実業･家族も含め実生活に関わるすべての
人々
･世界も含め社会全般の人たちや事柄
･社会のすべての人々や事柄
･主に地域社会や国内
　あまり大きな相違はないように見えます
が、やはり、ロータリーの特徴は｢職業奉仕｣
という概念と "奉仕の理想”を実生活や社会に
活かすことが求められていることです。
とありました。
　では、職業奉仕の概念とは
「最もよく奉仕するものは、最も多く報われ
る」
自らの事業に於いて、まず他人の幸せを考え

て奉仕することによって､結果的に自らが利益
を得るということです。言い換えると、商売
を成功する方法は「奉仕の理念に基づいて、
継続的に利益をもたらす顧客を確保するこ
と」
それを具体的に学ぶ場が例会です。
近江商人の｢売り手よし｣　｢買い手よし｣　｢世
間よし｣の精神です。
ニコニコ箱
○馬場　和代　君
　　梅雨空の中　雨あがりの紫陽花とてもき
れいですネ。今晩でにこにこ達成です。ニコ
ニコ
○大門美智子　君
　　蓮尾先生、1年間　有意義な漢方の話をお
きかせいただき　ありがとうございました。
○古川　彰治　君
　①　蓮尾丸の無事入港を祝して、執行部の
皆様お疲れ様でした。
　②　吉田君残念です。又の入会待っていま
す。
○蓮尾　春輝　君
　　いよいよ本日は、最終例会です。
　皆様には、御迷惑おかけしました。
　又、ありがとうございました。
　　今日は、本当にニコニコです。
○木本　玲子　君
　今年の花火は一日だけです。楽しみにして
いる母に花火を見せてあげたいので、申し訳
ありませんが七日の例会はお休みさせて頂き
ます。すみません。
○桑田　昭世　君
　　今、東京で海老蔵観ています。

第966回例会報告 7月31日（水）

おめでとうございます
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プログラム

　あまり大きな相違はないように見えます
が、やはり、ロータリーの特徴は｢職業奉仕｣
という概念と "奉仕の理想”を実生活や社会に
活かすことが求められていることです。
とありました。
　では、職業奉仕の概念とは
「最もよく奉仕するものは、最も多く報われ
る」
自らの事業に於いて、まず他人の幸せを考え
て奉仕することによって､結果的に自らが利益
を得るということです。言い換えると、商売
を成功する方法は「奉仕の理念に基づいて、
継続的に利益をもたらす顧客を確保するこ
と」
それを具体的に学ぶ場が例会です。
近江商人の「売り手よし」「買い手よし」
「世間よし」の精神です。

宝塚中ロータリークラブ公式訪問卓話
　　　RI2680地区ガバナー　大室　　

　宝塚中ロータリークラブの皆様、こんばんは。
国際ロータリー第2680地区のガバナー、宝塚
武庫川RCの大室 　　です。
　先程、大西利哉会長さん、前田正明幹事さ
んと親しく会長幹事懇談会を持たせていただ
きましたが、大西会長さんのロータリーに真
剣に取り組もうとする姿勢に感じ入った次第
です。特に大西会長さんのクラブ運営方針を
みますと、よくRI会長のバートンさんを研究
されています。同じことにもなりますが、私
の場合はバートンさんの声を直接聞いていま
すので、その雰囲気をも含めて皆さんにお伝
えしたいと思います。昨年、成人式を迎えら
れた宝塚中クラブは、大西会長さんのもと、
また一段と大きくステップアップする予感を
感じます。
　次に、当クラブから地区委員として協力し
て頂いている方は、
研修委員会　　　　竹原　善記さん

社会奉仕委員会　　田中　哲三さん
Ｒ財団委員会　　　細川　洋一さん　です。
ありがとうございます。
　そして、阪神第３グループガバナー補佐　
後藤　幹史さんのクラブに対する講評では、
女性会員がいらっしゃることによってか、ク
ラブの雰囲気が誠に和やか、委員会活動も活
発で、クラブ会員が会長の運営方針をよく理
解され、団結力も強く、今後に大きな期待が
持てるクラブであると、総合評価も最高のも
のでした。
　私も、会長・幹事会や資料から同様の評価
をいたしました。
　それでは、本題に入ります。
　今日は、簡単な自己紹介の後、RI会長ロン
Ｄ・バートンさんのRIのテーマの説明、そし
て私のロータリーに対する考え方をお話しい
たします。
　私はロータリーに入って35年になります。
外科医で、職業分類は病院です。大学卒業後
は阪大病院、兵庫医大などを中心に芦屋市民
病院、堺の大阪労災病院で勤務しておりまし
たが、38歳の時に父を亡くしまして、長男で
あった私が跡を継ぐことになりました。経営
のことなど全く素人でしたから、まさに暗中
模索の毎日でした。
　そんな時に「新しいロータリークラブを作
るから、入らないか」というお誘いを受けま
して入ったのが、今の宝塚武庫川ロータリー
クラブです。
　チャーターメンバーは30名で、39歳の私は
若い方から2番目でした。クラブの皆さんは、
人生経験の豊富な人達ばかりでしたから、私
にとっては一度にすばらしい兄貴や、親父が
28人も出来たようなものでした。　
　こうした多くの人生の先輩達との出会い
が、すべてが手探り状態だった私の大きな助
けになりました。職業奉仕という言葉も、病
院を経営していく上で大変新鮮でした。
そして、ロータリーの心、特に4つのテストに
沿って患者さんや病院スタッフに接してまい
りました。
　今振り返ってみますと、ロータリーがあっ
たからこそ、この30年以上に亘り、充実した
日々を送る事が出来たと思っています。今で
は、4つのテストが私の座右の銘となっていま
す。
　それでは、今年度のRI会長ロンD・バートン
さんについてお話しします。
　バートンさんは、アメリカの弁護士さんで
す。1979年に　オクラホマ州のノーマンロー
タリークラブに入会されました。4年後にクラ
ブ会長、そして、入会して8年で早くも地区ガ
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バナー、そのあとはＲＩの要職を歴任されて
おります。
　実はこんなバートンさんですら、「入会し
て1年半ほどで退会を考えた」と言われていま
す。それは「昼食を兼ねた例会に出席するだ
けで、何のために　貴重な時間を使っている
のか」と大変悩まれたそうです。
　そのことを入会を勧めてくれた人に相談し
ましたところ、それならロータリー財団の仕
事をやってはどうかと言われ、翌年から財団
委員長となり活動をして行く中で大きく変わ
って行かれました。バートンさんは「ロータ
リーで何かを実行すれば、社会に大きな変化
をもたらすことができることが分かった」と
語っておられます。
　そんなロン・バートンさんの今年度のRIテ
ーマは“Engage Rotary, Change Lives”
“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生
を” です。
　バートンさんはこう語っています。
「ロータリーに真に打ち込めば、その人の人
生は変わっていくでしょう。ほかの多くの
人々の人生も変わります。しかし、最も人生
が変わったのは、ロータリアンあなた自身な
のです。」
　このテーマの私の解釈では、“Engage 
Rotary, Change Lives”は、ロータリーの奉仕
の哲学を具体的に表したものであり、まず最
初の句　Engage Rotaryはロータリーの哲学の
第１モットーである「超我の奉仕」“serves 
above self”を表しておりまして、全句では、
第２モットーである「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」“One profits most who 
serves best”を表します。本当に素晴らしい
テーマです。
　そして、第２モットーの中のprofitとは本
来、利益を得る　と言う意味ですが、ポー
ル・ハリスも「この場合の profitとは、ドルで
も セントでもない。それはお金には代えられ
ない、人生におけるsomethingなのだ」といっ
ています。

　今年度のテーマピン、テーマフラッグの公
式の説明は、
赤 : はバートンの出身校オクラホマ大学のスク
　　ールカラー
青 : はオクラホマの青空をイメージしたオクラ
　　ホマ州の州旗の青い色を表しております。
そして中央はロータリーマークをロータリア
ンがEngageする様子が描かれています。
Engageとは、「歯車をはめ込む」「歯車を回
す」という意味です。ロータリアンは大勢の
人々の人生をより豊かなものに変えることを

表しています。
　さて、ロータリーの今年度は大きな変革の
年であると同時に、ポリオ撲滅に向けてのラ
ストスパートの年であると言われています。
　まず、ポリオについて述べます。
　ロータリーのポリオへの取り組みは、ポリ
オプラスプロジェクトとして26年前に本格的
に始まりました。バートンさんはその時のガ
バナーエレクトでした。そしてこの間、ずっ
とポリオに関わってこられました。
バートンさんは、今年度のRI会長として、私
の年度には、ポリオを絶対撲滅させるのだ
と、強い決意を表しておられます。
確かに26年前は、世界中の多くの国々で　毎
年35万人もの子供がポリオに苦しみました。
ロータリーのポリオプラスプロジェクトがス
タートして、私達の大きな努力の結果、やっ
と昨年1年間で223人にまで減り、今年に入っ
てからの発生は7月24日現在計140人です。　
あと少しです。
しかし、ポリオというウィルスの性格上、安
心してこのまま放置しておきますと、元の木
阿弥です。直ぐに元の状態に戻ります。あの
天然痘を地球上から撲滅したように、完全に
撲滅するには、全く気を抜くことはできませ
んし、私達ロータリーにはあとまだ数億ドル
あるいは、十数億ドルが必要であるとも言わ
れています。一層のご協力をお願いします。

そして、今年度のロータリーには大きな変革
が３つあります。それは、
１　未来の夢計画のスタート
２　RIの戦略計画の見直し　
３　規定審議会での定款・細則の見直し
です。

　まず、未来の夢計画ですが、これには、ロ
ータリー財団が2017年に100周年を迎えるにあ
たり、私達がより取り組みやすく、私達の財
団と実感できる様、様々な工夫がなされてい
ます。
これは、3年間100のパイロット地区で施行さ
れましたが、97の地区から大変よかった、ク
ラブが活性化したと高い評価を得ておりま
す。つまり、97％の地区が素晴らしいと評価
しました。
　また、未来の夢計画は今年、アメリカでエ
ジソン銀賞を受賞しました。エジソン賞とは
あの発明王トーマス・エジソンにちなんでの
賞です。未来の夢計画は、人々の生活を画期
的に変える仕組みであると評価されたこと
が、受賞の理由です。つまり、ロータリー以
外の世界でも高く評価され、賞賛された訳です。
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ですから、未来の夢計画は素晴らしいもので
あると自信を持ってこれからも取り組んで下
さい。
　次にRI戦略計画の見直しですが、今のRI戦
略計画は2010－13年版です。
今年の7月には見直しが行われると聞いており
ましたが、まだ発表されておりません。規定
審議会で多くのことが変わりましたから、現
在訂正中と思われます。私は、このRI戦略計
画は本当に良く出来ていて、ほぼ完成に近い
ものではないかと思っております。ロータリ
ーの108年の歴史で、変わってはいけない部分
をしっかりとふまえており、国際ロータリー
が作った立派な組織文化論であると思ってい
ます。
内容については、今年の5月のクラブ奉仕セミ
ナーで、南園義一RI元理事にお話していただ
きましたので、その内容については省略しま
す。
　そして３つ目は、今年4月規定審議会が開催
されまして、定款・細則が見直されたことで
す。
200近い案件が出ておりましたが、これはと思
われるのを１つだけご紹介します。
13－43　2013年規定審議会の43番目の案件と
いうことを表していますが、仕事をしたこと
が無い人、または中断している人を正会員と
して認める件、つまり、専業主婦も入会させ
ようということです。フランスからでた案件
ですが、これがなんと359対165 の 大差で通り
ました。本当にロータリーも門戸が広がった
といえます。
その他、詳細は2013年規定審議会報告書をお
読みください。
　これらは、すべて、この７月１日からクラ
ブでも取り入れなければいけないことになっ
ております。しかし、クラブの定款細則を変
更する作業は、新しい手続要覧が出てからに
してください。なぜなら、日本語訳の文章が
まだ、確定していないからです。
手続要覧は来年の１月中旬までには出る予定
です。
　次に、私の運営方針を述べます。　
　今、特に当地区で今やらなければいけない
大きな問題は、3つあります。１つは会員の増
強です。そのためには
・若い人、女性をターゲットに各クラブ1名以
　上の増員を図ってください。
・青少年プログラムから将来のロータリアン
　を育てる、つまり、私達が青少年のプログ
　ラムからロータリーの会員を作るというこ
　とです。いい種を見つけて蒔かねばなりま
　せん。

・そして、Eクラブも含めまして、新しいタイ
　プのクラブの結成を目指しています。
　以上が、増強・拡大についてです。
２つ目は、新しいソーシャルメディアの活用
によるロータリーのブランディングと公共イ
メージの向上です。
　そして、３つ目は、これは少し言いにくい
ことですが、大切なことなので敢えて言いま
す。寄附金についてです。
　ロータリー財団と米山記念奨学会への日本
の昨年の寄附の実績は、それぞれ一人平均ロ
ータリー財団が13,739円、米山は15,046円とな
っております。　
そこで当地区でも、それぞれ一人1万5,000円以
上をお願いしております。宝塚中ロータリー
クラブの皆様もご検討ください。
　しかし、これらのお金は単なる寄付にあた
らないと私は考えています。未来の夢計画で
は、奉仕プログラムを組めば、地区補助金、
グローバル補助金として奉仕活動を計画すれ
ば、出したお金を超えるお金が返ってくるこ
とも可能です。米山奨学金の場合もお世話す
るロータリアンが豊かな気持ちになれます。
ですから普通の寄附ではありません。お金を
預けて必要な時に出すと考えた方が正しいか
もしれません。
しかし、もし、奉仕活動をしなければ、使わ
なければ、単なる寄付になってしまうことも
事実です。ロータリー財団でよく言われる言
葉です、お金があってもロータリーの奉仕活
動は出来ない、しかしお金がなければ何もで
きない。まさにその通りです。　
どうか今年度も沢山ご寄付いただき、いいプ
ロジェクトをどんどん計画ください。
　さて、ロータリーは、皆さんご存知の通り
1905年にシカゴで青年弁護士のポール・ハリ
スが、心が通い合う友を求めて、3人の仲間と
新しいクラブを作ったのが始まりです。会員
は一業種から1人で、同じ様な考え方を持つ人
が選ばれました。
　当初会の目的は相互扶助と親睦でした、つ
まりクラブの仲間だけが栄え、自分たちだけ
が楽しかったら良い、というものでしたが、
しかし、すぐにポール・ハリスは「世のた
め、人のため」を考えなければいけないこと
に気づき、ロータリーに「奉仕」というもう
一つの概念が加わりました。これが、翌年の
1906年のことでした。
奉仕の概念が加わったことで、ロータリーが
シカゴにだけ止まらず、世界中に広がってい
くきっかけとなったのです。
　1908年にサンフランシスコに2番目のクラブ
が出来、ポール・ハリスの言葉によると「稲
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週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
7月17日

本　日 30

30

3

5

27

25

23

22 1

85.19

92.00

妻が瞬く間に空を切り裂くように」その後世
界中に次々と新しいクラブが誕生し、現在で
は世界200カ国以上におよそ3万3000のクラ
ブ、120万人もの会員を持つ国際ロータリーに
発展しています。　　
　このことからも、ポールの気持ちを大切に
するなら、ロータリークラブは、単なる親睦
だけの社交クラブであってはならないので
す。奉仕と親睦がなければいけないのです。
ロータリーでは、奉仕と親睦とは一体のもの
であることが理想です。ローターアクトの標
語はただ一つ、それは「奉仕を通じての親
睦」“Fellowship through service”です。こ
のローターアクトの標語は、我々ロータリー
にも当てはまります。

　そして、次に、ロータリーの多様性につい
て述べます。
　ポール・ハリスの作ったロータリーは、先
程述べました様に、同じ考えを持った、同じ
様な人を会員としました。そして、職業にだ
けに多様性を求めました。しかし、今ロータ
リーはすべてに多様性を求めています。
ロータリーにはいろいろな考え、立場の人、
種類の人が、居ていいのです。ロータリアン
はすでに社会のリーダーです。みんなそれぞ
れにすばらしい素質、資質を持っています。
しかし、いかに優れた人であっても、受け入
れられない部分を持っているかも知れませ
ん。ロータリーでは、そんな時はその人の良
い点、尊敬できる部分のみに目を向けて、共
にクラブライフを楽しみましょう。ロータリ
ーの寛容の精神で‼　
これこそ会員の維持にもつながる、一段高い
ロータリークラブのあり方ではないかと考え
ています。
　そして、ロータリーはマラソンと同じで
す。人生には山もあり、谷もあります。リズ
ムが必要です。急ぎすぎて息切れしてはいけ
ません。ましてやリタイアや棄権はいけませ
ん。職業人である私たちは、私たちの生活の
中の一部分としてロータリーに関わっていく
べきであると考えます。今の自分に出来るこ
とは何なのかをよく知って行動することで、
自分自身が、そして周りの人々が大きく変わ
っていく喜びを実感していただけると思いま
す。
これが、“ロータリーを実践し、みんなに豊
かな人生を”に繋がっていきます。

　さて、来年3月1日、2日とポートピアホテル
で地区大会が、そして、6月1日から4日間、シ
ドニーで国際大会が開かれます。いずれにも、

多数のご参加をお願いいたします。

　私は、RI会長バートンさんを尊敬し、今大
変好きになっております。
そのバートンさんの言葉を皆様にお贈りし
て、終えます。

「ロータリーの奉仕活動は、私達一人ひとり
から始まるのです。
そして皆さんは、ロータリーの襟ピンを身に
つけることを選択しました、
これからどうするかは、皆さん次第です。」

　ご清聴ありがとうございました。

◯武田　伸晃　様（伊丹昆陽池RC）
　いつもお世話になります。
◯蓮尾　春輝　君
　今日は、大室ガバナー、随行の大橋さん　
　公式訪問よろしくお願いします。
◯細川　洋一　君
　大室ガバナー、大橋随行者様　本日はよろ
　しくお願い申し上げします。
◯阪上　栄樹　君
　大室ガバナー様、御随行の大橋様本日はよ
　ろしくお願いします。
◯竹原　善記　君
　大室ガバナー、大橋代表幹事をお迎えして。
◯谷口　俊彦　君
　大室ガバナー本日は公式訪問大変御苦労様
です。ご随行の皆様御苦労様です。

　　本日合計　　　　　　　29,000円
本日までの累計　　　　177,000円

　　　　　　　　　　（大西　利哉　記）

◆本日のソング
「我等日本のロータリアン」

川添　裕照　会員

◆出席報告
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

NTTドコモが迷走しています。電電公
社だった1970年代の立ち上げ期から90
年代の普及期を経て、ｉモードやワン
セグなど日本独自の機能をドコモと組
んで開発してきたNECを（携帯事業か
ら）撤退に追い込んでしまいました。
いずれ大きなしっぺ返しが来るかも。

◆クラブゲスト
国際ロータリー第2680地区
ガバナー　大室　　　　様（宝塚武庫川RC）
代表幹事　大橋　泰弘　様（宝塚武庫川RC）
伊丹昆陽池RC　武田　伸晃　様

◆幹事報告
回覧まわします
①　9／8バス旅行の件
②　住所・連絡先の件
③　ジャケットの件
④　神戸須磨ロータリー創立50周年

◯訃報
　洲本ロータリークラブ
　パストガバナー　計馬　忠様
　ご冥福をお祈り致します
◯花火大会の入場券６枚　野木会員より頂き
　ました。皆様でどうぞとのことです。

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№245

2013年7月31日
小山　一子　会員

皆様今晩は。
★21期第一回、通算245回目の「にこにこエク
　ササイズ」です。
　21期大西会長のご要望にて、今期も「リフ
レッシュエクササイズ」を続けさせて頂きま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
　本日はガバナー公式訪問日、ガバナー大室
様・代表幹事大橋様をお迎えしています。よ
ろしければどうぞご一緒に！
　　暑さもいよいよ本格的になりましたが、
心身に休日はありません。そんな身体に「お
礼を言うこと」から始めたいと思います。　
１）先ず初めに、足を腰幅に開き深呼吸2回、
　　大きく手首の関節をしっかり捻りながら
　　行い、手首や関節を柔らかくしておきま
　　す。
２）次に、両手手の平で足から順に頭まで　
　　「ありがとう・ありがとう」とお礼を云
　　いながら軽くリズミカルに叩きます。
３）足腰、肩など、時間のある時に優しく　
　　「ありがとう・ありがとう」とさすり一
　　生大切に使わせて頂いてくださいませ。
４）深呼吸2回、親指を外にし、クンバハカし
　　て終わります。
お休み前に行うと心地良い眠りが待っていま
すので、にっこりしつつお休みくださいませ。
　次回をお楽しみに！　ありがとうございま
した。　　　　　　　　　　　　　　

－完－
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