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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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ます。しかし、その奉仕活動をする

前に日頃の日常生活の基本はどうあ

るべきか、ということが大切です。

その例としてのお話ですが。祭りと

いえば楽しむという印象があります

が、新潟県の「十日町雪まつり」で

は、雪の芸術展と合わせ、雪具供

養が行われ、使い終えた除雪道具に

感謝の気持ちを表す式を行っていま

す。日本では、筆供養祭や刃物供養

祭など、物に対して恩を感じ、それ

を表す感謝の式を「まつり」によっ

て表現されているそうです。日頃、

業務をする中で、仕事に欠かせない

道具や物を大切に扱っているでしょ

うか。使用前に「よろしくお願いし

ます」、使用後は「ありがとうござ

いました」と心の中で感謝の言葉を

添えてみましょう。そのような考え

方が平和につながる活動になると思

います。そして、道具や物のお陰で

便利になった時代になりましたが、

ひとつ間違えれば道具や物も凶器に

なります。これらの道具や物の大切

さを認識して、これらの物が平和な

世界につながるよう生かしてもらい

たいと思います。そして、我々はロー

タリーの平和に向けた奉仕活動を積

極的に行っていきましょう。
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終了証の送付
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会員

と駐車場からの誘導係をお願いされ

ました。当日は受付に８時集合です

ので、車で行かれる１０人の方の協

力をお願いします。今回の会場はホ

テルオータニで会場が狭い為、午前

中の行事は、１０分区の方は会場に

は入れなく、入口に丸テーブルが用

意されていますのでその場所でモニ

ターによる観戦になります。また、

昼食も１０分区の方は１１時３０分

より食事をして、１２時１５分に午

前の部が終了する前に食事を終わら

せて席を空けていただくようお願い

します。午後の部は自由席になりま

すので、良い席を早めに取ってくだ

さい。

　西クラブも８年前に中村ガバナー

を輩出して地区大会を開催しました

が。今思いますと、鈴木子朗幹事長

をはじめ、西クラブのメンバーそし

て、中村パストガバナーによる素晴

らしい地区大会が行なわれたのだと

思いました。また、ガバナーを輩出

するクラブはとても大変だなとつく

づく実感しました。

　今週も先週に引き続き「平和と紛

争予防の月間」にちなんだお話をし

たいと思います。ロータリーの平和

に向けた取り組みを広げる為の奉仕

活動は全てが平和の構築につながり

　皆様こんにちは、今週は平昌オリ

ンピックで日本選手の活躍で銀メダ

ル４個、銅メダル３個と獲得出来ま

した。色々な挫折、ケガ等の苦労の

経験がメダルにつながったと思いま

す。毎日いい感動をオリンピック選

手からいただいております。この後、

まだ、日本選手の金メダルの可能性

のある競技がありますので、皆さん

で応援していきましょう。

　昨日は、１０分区で地区大会の仕

事割り振りの打合せが行われまし

た。西クラブは２５日の朝、駅から
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卓 話 「 や さ し い ロ ー タ リ ー p a r t ２ 」　 　 　 　 　 　 　　　　　中村　博亘　会員

　皆さんこんにちは。前回に引き続きまして、パート２

と言うことでやさしいロータリーの話をさせていただき

ます。

　前回ロータリー 3 つの義務として、会費納入、THE 

ROTARIAN 誌の購読、例会出席の義務を挙げましたが、

例会の出席はロータリーでは 1 番大切なことです。ロー

タリーは会長が毎年 1 年交代で変わることになっていま

す。会長はそれぞれ考え方が違います、それぞれの会長

に合わせていくことが大切という事になります。皆さん

は自分の会社ではトップですから、人を従わせることに

は慣れていますけど、逆にロータリーの例会では会長に

従うと言うことになります。そうすることによって、そ

れぞれが自分と違う考えを会長から得ていくと言うのも

良いことだと思います。また昔から言われておりますけ

ど、例会に出たら童心に帰れと言われます。ロータリー

は原則として名前はニックネームで呼び合うことになっ

ています。うちのクラブでも嶋田会長の時にニックネー

ムをつけたことがありますが、何年も続きませんでし

た。ロータリーは基本的にニックネームで呼びます。私

どもが国際大会に行くと、自分のニックネームを書いて

出さなければいけません。そうすると国際大会の会場で

名札を貰えますが、そこの真ん中にニックネームが書い

てあります。もちろんその下に職業等も入ってますが、

そのぐらいロータリーはニックネームで呼び合うことが

大切です。ですからこのクラブもニックネームで呼び合

うようにするといいと思います。それからうちのクラブ

はちゃんとやっていますが、バッチをつけなければなら

ない。それから服装ですがは、日本は東京ロータリーか

ら始まったわけですが、最初の段階で政財界の大物が入

りました。そういうことで必ず背広を着て、ネクタイを

締めると言うことになっています。しかし必ずしも服装

に関する決まりはありません。私が海外のクラブにメー

キャップした時、仕事着のまま駆けつけてくる人もおり

ました。要はあまりひどい格好だと困るんですが、背広

やネクタイにこだわる必要もありません。ただ日本の

ロータリーに行く時は背広の方がいいかもしれません。

そしてもちろん会長が主催してやるわけですから、会長

が必ず挨拶をしなければなりません。この頃金子会長は

大変素晴らしい会長で、必ずロータリーの話を入れます。

ロータリーの話を必ず入れるということがこれは慣習に

なっています。ところがロータリーの話をしない人もい

るわけです。ガバナーも必ずその年度の、標語を必ず挨

拶を中に入れなければならないと言うことになっていま

す。ところが今のガバナーは入れない人が増えました。

私は入れるべきだと諮問委員会で言っています。とても

残念だと思っています。

　例会の事はこのぐらいにしまして、ロータリーの礎石

というのは親睦と奉仕だと言われています。ご存知のよ

うにロータリーは親睦から始まりました。そしてその後、

奉仕が加わりました。ですからロータリーは親睦、お互

いが助け合って商売繁盛をしようというのがそもそもの

始まりです。それだけでは長続きしないと言うので、地

域社会の貢献をしなければならないと言うことで奉仕が

入ってきました。親睦と言うのは Fellowship と言ってい

ます。Fellowship と言うのは交友関係、仲間意識、仲間

の絆のことです。だから皆さんロータリのバッチをつけ

れば、世界中どこへ行ってもみんな仲間です。私はおか

げさまで、あちこちロータリーをさせていただきまし



た。ロータリー入会 1 年位の時ですが、初めてアメリカ

に行った時に、ロサンゼルスのヒルトンホテルに泊まり

まして、1 人で夕食を食べて、ホテルに帰りました。ホ

テルのエレベーターに乗って、２階から大きな男が乗っ

てきました。男は胸を指したので見たら、ロータリー

バッジついていました。お互い反射的に手を伸ばして握

手をしました。彼はすぐにエレベーターを降りましたが、

Have a nice trip. とお互いに言い合って終わりました。そ

の時は本当に嬉しかったです。他にもいろいろないい思

いさせていただきました。ロートアクト地区委員をやっ

ていた時、ロートアクトの若者１２人を連れてオースト

ラリアに 3 週間のホームステイの旅に行きました。3 週

間移動しながら宿泊をしますが、最初シドニーに着いた

時、ホテルで一泊する際、夕食をホテルの外でするため

に 12 人を引き連れて行きましたが、どこも予約で一杯

で、どこからも断られました。あるレストランで頼んだ

ら、そこのおかみさんが私のバッチを見て「ロータリア

ンか」と言うので、そうだと言ったら、壁の方を指さし

て、そこにポールハリスの額が貼ってありました。家の

亭主はポールハリスフェローだと自慢したので、俺もそ

うだと言いました。そんなわけで 13 人分の場所を作っ

てくれました。他にもアメリカの入管手続きで、職員に

ロータリアンだということで簡単に入れてくれたことも

ありました。

　なので皆さんも外国に行く時はバッジをつけて行って

ください。できれば行く先々でメーキャップしてくださ

い。事務局に各クラブの公式の住所録があるので、そ

れを見ていくといいと思います。私が 1 番最初に外国で

メーキャップしたのは、そのロスに旅行した帰りでした。

ロスで行ったクラブは休会だったんですが、休会でも受

付で親睦委員が突然訪ねて来たお客さんにメーキャップ

カード渡します。そのようにして私はバナーだけもらい

ました。ハワイでは、初めてメーキャップをしました。

怖かったです。でもとても歓迎されました。最初に挨拶

をさせられて、ひどい英語で挨拶をしてきました。です

からロータリーとって親睦と言うのは最も大切なことで

す。

　親睦にはレクリエーション活動や趣味を行う親睦活動

と、もう一つはロータリアン行動グループといいまして、

何かの奉仕をする場合、世界中のロータリアンがお互い

一緒になってやるというプロジェクトがあります。私も

1 回参加してきましたが、国際大会に行きますと、医学

会の総会ではないかと言う位、いろんな病気の人をどう

支援するか、いろんなブースが出たり、部屋で討論した

りするのがあります。私も出てきましたが、外国人ばっ

かりで、英語がわからなかったのでスライドだけ見てき

ました。それから奉仕、Service ですが、ロータリーで

言う Service とは、訳がちょっとおかしいです。Service

を奉仕と訳してしまったばっかりに、日本では苦言を呈

する人もたくさんおります。そこでロータリーで言う

Service は何かと言うと、The ideal of service「奉仕の理念」

です。奉仕の理念というものを皆さんには理解していた

だきたい。前までは「奉仕の理想」と言っておりました。

奉仕の理想と言うのは米山さんが訳したのですが、2011

年から奉仕の理想に変わりました。奉仕の理念とは、他

人のことを思いやり他人のために尽くすこと、思いやり

の心です。思いやりの心こそがロータリーの奉仕の理念

だということです。そのためロータリーでよく使われる

のは、ロータリーの奉仕は愛である、釈迦の慈悲である、

孟子の惻隠の情、墨子の博愛、そういう言葉が使われま

す。それから奉仕の仁、私が使ったのは奉仕の恕と言う

言葉を使いました。

　ロータリーの目的と 4 つのテストだけは意味をよくわ

かっておいていただきたいと思います。ロータリーの

目的、OBJECT OF ROTARY、これは単数になっていま

す。つまりロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。これ

が主文です。具体的にはという事で 4 つの事が挙げられ

ています。ですからあくまでも赤い部分が主文で、後は

付属する文章だと捉えてください。ここに「知り合い

を広めることによって奉仕の機会とすること」とあり

ます。これは英文では acquaintance、と言う言葉を使っ

ています。どういうことかというと、いわゆる friend と

stranger、友人と全く知らない人の間くらい、というの

が acquaintance です。顔見知り程度ですね、そういう人

たちをロータリーに入っていただくことによって、奉仕



次回の例会は 2 月 24-25 日地区大会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	本人誕生日

　川和　会員

★	パートナー誕生日

　田代　会員

★	(^^ ♪

　嶋田会員　	市民３６名を連れて只見の雪まつりに

行ってきました。市民が喜んでくれて良

かったです。

RLI パート 1 終了証の贈呈

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１６名

秋元、影山、後藤、小林正直、小林直人、

東海林、杉山、助川、廣川、細田、松本隆

一郎、森市、山﨑、山田、湯浅、横田会員

出席率　76.12％

会員数

欠席者

の機会を広げていきましょうと取ってください。そして

次が「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ

て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

ロータリアン各地の職業を高潔なものにすること」。こ

れもわかりづらいですが、社会奉仕をするにあたって、

自分たちの職業上の倫理基準を保ち、すべての仕事に価

値観があるものと認識し、各自の職業を高潔なものにし

てくださいと言うことです。次はわかりますね、ロータ

リアン一人一人が奉仕の理念、思いやりの心ですね、社

会において実践してくださいということ。それから、4

番目は奉仕の理念で結ばれた職業人が、ロータリー団体

のネットワークを通して、国際理解、親善、平和を進め

てくださいと言うことです。ちょっと分かりづらいと思

いますが、このように考えてください。

　それから 4 つのテストです。これは 46 代目の RI の会

長であるハーバート・テイラー、自分の食糧配達会社で

成功していた人なんですが、1930 年代の大恐慌が起こっ

たとき、あるアルミニウム会社が倒産寸前になり、この

会社の再建を依頼されました。その会社の社長になった

ときに 4 つのテストを社員に提示しました。ただ日本語

訳は原文とちょっと異なります。日本語訳は 1951 年に

訳されましたが、英文を見ますと、会社あるいは取引関

係者に対してということになっています。つまり、4 ｓ

つのテストが職業奉仕の指針になっているのはそのた

めです。それまでは職業奉仕の指針としては「ロータ

リーの倫理訓」と言うものがありましたが、11 箇条あ

り、とても難しいです。それがロータリーの職業人のと

しての務めとしてあったのですが、1930 年に破棄され

ました。なぜなら大変宗教的であると言うこと、内容が

非常に厳しいと言うことで、それに代わって 4 つのテス

トが取り上げられて、現在では 4 つのテストが職業奉仕

の指針になっています。1 つずつ見ていきますと、「真

実かどうか」これはいいですね、「みんなに公平か」、Is 

it fair to all concerned? となっていますけれども、このフェ

アを公平と訳してしまいました。fair は本来は公正の方

が正しいです。そして all concerned になっていますが

concerned は訳していません。なのでクラブによっては

みんなに公正か、と言っているところもあります。「次

の好意と友情を深めるか」GOODWILL は善意と訳して

います。善意と結愛を深めることができるかと言うこと

です、最後の「みんなのためになるかどうか」これも、

関係者すべてに対して、利益、BENEFICAL であるかと

言うことを言っています。あくまでもこれは商取引です。

このアルミ会社は 5 年間で借金を全て返し、15 年間で

株主に高配当を与えられるようになったといいます。他

の逸話としては、印刷所に仕事を依頼した時、印刷所が

誤って安い請求をしました。後日、請求金額のミスと

言うことで差額を払ってほしいと言う依頼がありました

が、テーラーさんは 2 番目を持ち出して、公正でなけれ

ばいけないと言うことで残りのお金も全部払ったと言う

ことです。そういうことでこの会社は信用を得たという

ことです。

　大急ぎでしゃべったのでわかりづらかったと思いま

す。まだまだ話したいこともあったんですが、この辺で

初級編は終わらせていただいて、中級編、上級編を進め

ていきたいと思います。皆さんご静聴有り難うございま

した。


