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国際ロータリー2011～12年度会長 カルヤン・バネルジー 

～～ ロータリー財 団 月 間 ～～ 

第 2490回例会 平成 23 年 11 月 18日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

◇ ロータリーソング   我らの生業 

◇ 四つのテスト     山田 真幸 会員 

◇ お客様紹介 

     パストガバナー 織田 吉郎 様（銚子ロータリークラブ） 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：１１月６日の地区大会に出席いたしました。その時、

バスで十数人の会員の方々と一緒に行ったのですが、素晴らしい藤原さ

んのお話を聞いて意気揚々と帰って参りましたら、バスから降りる時に

たまたま雨が降っており足を滑らせてひっくり返ってしまいました。遠

藤先生をはじめ皆様にお世話になりました。次の日から歩くのが非常に

困難でしたが、ようやく今日に至ってまだちょっと左足が不自由ですが

元気になりましたのでニコニコいたします。 

喜久川 登 会員：私は地区大会を欠席して前日から南スーダンに行っ

てきました。７月５日にできた新興の国でございます。行ってみました

ら、ケニアでパスポートを預かってから４８時間だということで３日間

ケニアにおりましてやっとスーダンに入りました。新聞紙上では砂漠の

中の辺鄙な国というような感じで紹介されておりますが、現地へ行きま

すと非常に素晴らしい国でした。ウガンダのビクトリア湖から流れてい

る白ナイル川に沿った高山湿地帯など。そして資源が非常に豊富な国で

将来は素晴らしい国になるだろうなと思いました。国際飛行場といっても大した飛行場で

はございませんが、着陸しましたら世界の国旗が６０位ありました。ちなみにそこには日

本の国旗はありませんでした。ということは、７月５日に国として認められてからやっと

日本は動き始めたということのようです。要は地下資源（油）が非常に多いということで、

世界のちょっと進んだ目先の利いた国々は一生懸命に色んなものを作っておりました。ち

なみ日本では考えられませんが、道路には全てソーラー発電の

街灯が並んでいました。これから１０年先には日本よりよくな

るのではないかというような印象を受け

ました砂漠の中の１９４カ国目の国に行

って参りました。これがビザです。この

ビザを取るのに非常に苦労しました。日

本人で３０番目くらいだそうです。 

 

 

 

 

 

～南スーダン共和国～ 

アフリカ中東部の国。2011 年 7 月、スーダン共和国の南部が独立して成立した。正式名称は南スーダ

ン共和国 The Republic of South Sudan。北部はスーダン、東部はエチオピア、西部は中央アフリカ、

南部はケニア、ウガンダ、コンゴ民主共和国に接する。面積は 64 万平方キロメートル。人口 826 万

（2008）。首都はジュバ。ナイル川が国土を南北に貫き、平原やサバンナが広がる。南のウガンダとの

国境は 3000 メートル級の山が連なる山地となっている。また、ナイル川流域は世界有数の湿原を形成

している。 

 

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB/
http://100.yahoo.co.jp/detail/7%E6%9C%88/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B1%E3%83%8B%E3%82%A2/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%B7%9D/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%B5%81%E5%9F%9F/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%B9%BF%E5%8E%9F/
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石川 憲弘 会員：先日、観光物産協会より「観光功労賞」というこ

とで森田知事より表彰を受けました。これは千葉県観光協会と千葉県

物産協会が一緒になりまして第１回目の功労賞ということで私が表彰

されたわけですが、これは成田クラブの会員であります滝澤観光協会

会長が推薦してくれたお陰と感謝しております。また成田に戻りまし

てからも祝賀会で美味しいお酒をいただき楽しい１日を過させていた

だきました。 

諸岡 靖彦 会員：先週の１１日は２０１１年１１月１１日と１１が

三つ連なる日でした。この日は近代日本の産業と企業育成に大きな功

績を残した渋沢栄一（１８４０～１９３１）の没後８０年の命日でし

た。昨年の２月に渋沢栄一賞を戴いた関係で、１２日に埼玉県深谷市

で開催された記念事業に参加してきました。渋沢の＜論語とそろばん

＞という営利目的の事業でも＜世のため人のため＞の考え方が最近特

に見直されているようです。渋沢に関心を持つほどにロータリーの職

業奉仕と地域や国際理解の大切さを実感してきました。１６日、１７日には大阪に出張し

てきました。この５月に開店した JR 大阪三越伊勢丹で＜第２回羊羹コレクション＞とい

う催しに参加しました。昨年１１月には東京・銀座三越で第１回がそれなりに話題を呼ん

で、今秋は４８都道府県のすべてから羊羹屋が参加して『羊羹の伝統と革新』のテーマで

出品し、私どもでは「チョコむしヨーカン」と「１／６栗羊羹」をテーマ出品し、それな

りの評判を得たようです。本日１８日朝９時に森田健作県知事が成田市を訪れ、当社にも

立寄られました。成田の産業視察と言うことでしたので、成田への来訪客激減の模様を訴

えました。 

小川 賢 会員：海外に行かれた会員がいらっしゃる中、私は成田日

赤旅行に行って参りました。３０日（日）に急にお腹が痛くなり胆嚢

に石が溜まって胆汁がどんどん閊えてきたらしいです。それで急遽日

赤に入院いたしました。ところが手術が満員で順番がこないというこ

とで、当面は仕方ないので胆汁を抜き取りましょうということで１日

の日に抜き取っていただいたら５０ｃｃ採れたそうです。その後は注

射をしながら５、６日何も食べずにおりましたら、やっと２２日に手

術をしていただけるということで予定ができましたので、１１日に仮退院いたしました。

その間に、会長、幹事さんにお見舞いに来ていただきまして大変恐縮してしまいました。

今日はお礼のつもりでニコニコさせていただきます。以前にも入院手術は６回やっており

ますので、大体一ヶ月入院するときには入院する前に２、３箇所のクラブにメーキャップ

し、退院してからまた２、３箇所やりますと大体カバーできます。お陰さまで１４年間無

欠席ということで今年１５年目です。松田会員がメーキャップを心配して電話を掛けてき

てくれました。一昨日ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝに這って行ってまいりました。今日も這って出てきました。

これで２１日に入院し何日かかるかわかりませんが、退院しましたらメーキャップを考え

ております。やはりロータリーの前後２週間の間にメーキャップするというのは大変なこ

となんだなあと、しかし、それがまた一つの喜びであるのかもしれないと思っております。

胆石というのは夜中になるそうです。皆様も脂っこいものは極力控え用心してください。 

☆織田 吉郎 パストガバナーよりニコニコをいただきました。 

◇ 表彰 

ポールハリスフェロー 

佐久間 高直 会員 
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◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 皆さんこんにちは、今日は職業奉仕委員会による卓話者

に織田パストガバナーにお越し頂きました。織田様には、

先月の情報研究会に続き、お忙しいところ我がクラブ例会

に来ていただきありがとうございます。本日は、織田様の

職業奉仕についてのお考えをお聞かせいただきます。短い

時間でありますがよろしくお願いいたします。 

 話は変わりますが、ここ数日、かねてから企画しており

ますエクレール「お菓子放浪記」上映について『奉仕プロ

ジェクト委員会エクレールチーム』が度々会議を開き、来る１１月２９日に開催する試写

会の準備が大分整ってまいりました。成田市教育委員会をはじめ、市内諸団体と近隣ロー

タリーを招待いたしまして試写会を開催いたします。この映画を見て頂いた各団体の代表

の方々に、この映画の内容、情景、社会性は、青少年育成に必ず役立つものと確信し、一

人でも多くの方たちに観ていただき、被災地の復興のため、今一度、市民にご支援をいた

だくために開催するものであります。また、クラブ会員の皆さんにも当日お手伝いをお願

いするとともに、この映画を鑑賞していただきます。午後４時にこのビューホテルにご集

合ください。 

 いまひとつ報告があります。この春、我がクラブ創立５０周年記念式典の折、ポール・

ハリスゆかりの月桂樹の若木を、桐生西ロータリークラブより頂戴し植樹をしました。そ

の桐生西ロータリークラブが今月の１９日（明日）にやはり創立４０周年記念式典を開催

します。その記念事業の一環としてポール・ハリスの分身である月桂樹を丹精こめて生育

された桐生西ロータリークラブ創立会員であり、第１４代会長である井本上輔様を表彰す

るそうです。そこで桐生西ロータリークラブよりメールが届きまして、４世月桂樹の記念

植樹をしている写真と井本氏に対するお祝いのメッセージを頂戴し、式典に披露したいと

のことでした。早速、お祝いのメッセージを諸岡パスト会長にお願いし、写真を佐瀬会員

に撮って頂き、私と平山金吾５０周年実行委員長の連名でお祝いのご挨拶を事務局より送

りました。ここにご報告させていただきます。 

 

◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、週報回覧 

富里、成田空港南 各ロータリークラブ 

 

◇ 卓話 

「職業奉仕について」 

パストガバナー 織 田 吉 郎 様 

皆様こんにちは。先日のロータリー情報研究会に続いて、貴重な例会にお声掛けいただ

きありがとうございます。５０周年に記念品としてポール･ハリスの「ロータリーへの道」

三訂版を発行される･･･それだけでもすごいことなのに、何と翻訳をされたのが現役会員の

柴田さん、そんな素晴らしく誇り高い成田クラブさんで、ロータリーの本質についてお話

をする機会をいただきましたことを大変名誉なことと思っております。 
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 お手元の資料をご覧ください。「ロータリーの綱領」です。 

昨年度は地区の皆様に、綱領の大切さ、ロータリーの目的を外

さない運動の大切さを今一度確認していただこうとした一年

でした。 

現在、近藤ＲＩ理事の意向で、ロータリーの諸文書の翻訳を見

直そうという動きがあります。来週の金、土と２日にわたって

大阪で開催されるロータリー研究会でも「ロータリーの綱領」

の翻訳が議論されます。きっと侃々諤々、1 つの結論に達する

までにはまだまだ紆余曲折が予想されます。私はこうした動き

を歓迎しています。たとえまとまらなくてもこの間は皆様が真

剣に綱領に向き合うことになります。現行の「綱領」の訳文には現在あまり使われない言

葉が多く、親しみをもちづらいと思う方が多いでしょう。 

「綱領」や「奉仕の理想」「鼓吹」･･･。配布資料の右側は４年前に亡くなられた第２５８

０地区のパストガバナー佐藤千壽さんの「綱領＝目的」です。この文は単なる翻訳ではあ

りません。全ての難解な言葉が適切なわかりやすい言葉に置き換えられていて、ロータリ

ーの哲学、こころを汲みとった解説文となっています。皆様にはこの１枚の資料を保存し

ていただきたいと思います。どんな分厚い解説本よりも雄弁にロータリーの本質を語りつ

くしています。ロータリーについて何か疑問があった時、この千壽さんの珠玉の名文を思

い出してください。この文章の中にロータリーのエキスが凝縮されて詰まっています。 

世界中のロータリアンはこの「綱領」を遵守する義務を負っています。それはクラブ定

款  １５条に謳われています。このロータリーの「目的」に疑問を持つ人があるとした

ら、その人には退会していただく外はありません。そのくらい大切な約束事なのです。 

綱領ではロータリーの目的は職業奉仕にあると言っています。これに異論をはさむ人はい

ないでしょう。職業を通じて奉仕の理想を追求しよう、その運動を世界中にひろげよう。

それが戦争のない平和な世界を作ることにつながるのだ･･･そう言っています。 

これだけ明確な目的を持ちながらロータリーは何故迷走するのでしょうか。 

 

 職業奉仕のこころを私は昨年、クラブ協議会の折にこう表現しました。 

「人間の本能が己の利害得失にあるのは仕方ない。しかし人間としてのスケールはその本

能からどれだけ離れられるかによって決まる。私は出来る限りスケールの大きな人間にな

りたいし、次代を担う新世代にもスケールの大きな人間になってもらいたい」と。そのた

めには「本能」の対極にあるのは「理性」ですから、その理性を磨くことによってスケー

ルを大きくしてゆくことになります。 

しかし「理性」とひと口に言ってもわかりづらい。私は理性は「論理」と「情緒」によっ

て構成されていて、「論理」は対象をつかみとる力、「情緒」は対象への感情移入。この

２つが合わさって「完成された円満な理性」を構成している、そう考えています。 

 

 先日の地区大会で基調講演の藤原正彦さんはこんな話をされました。「日本は金銭崇拝

から最も遠い国。日本型資本主義は論理だけでなく人情も加わった資本主義。」 

日本は論理と人情（情緒）、つまり完成された円満な理性によって運営されている資本主

義だったといっておられるのです。またこうも言っています。「日本は高貴な国。高貴な

国とは自分を道徳や倫理でコントロールできる国。」この話はまさにロータリーが目指し

ている職業奉仕の考え方と同一のものです。 

 

 この理性を構成する２つの要素「論理と情緒」このバランスが崩れた時に様々な問題が

発生します。生物界で同じ種族同士で殺し合いをするのは人間だけです。それは何故でし
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ょうか。論理の世界だけが肥大化して妄想化するため、自分は正当だ･･･と考えてしまうか

らです。情緒豊かな人に人殺しはできません。論理のぶつけ合いで戦争が回避できたため

しはありません。戦争には戦争を正当化する論理が用意されているからです。「平和」に

ついて語るとき、最も大切な要素は「情緒の涵養」なのです。これは職業奉仕の考え方「相

手の立場になって考えること」と軌を一にしています。職業奉仕の考え方の延長線上に世

界平和が見えてくる･･･、私達は何と深く何と人間的なすばらしい綱領のもとに集結してい

るのでしょうか。 

 

 ロータリーは１９０５年、ポール・ハリスを含む４人の若者が当時のシカゴをおおって

いた「資本の論理」という｢荒ぶる神々｣に翻弄される殺伐とした世の中にあって、人間的

な情緒豊かな市民が集まって、如何にしたらこの神々を調教できるか考えよう、調教でき

なくともどこかで穏やかな和解の道を見出そう･･････と集まったところから始まりました。

「論理」一辺倒の荒んだ社会の中に「情緒」を持ち込もうとして葛藤する･･･それがロータ

リーを生んだ理由です。 

ところが今、会員増加を急ぐＲＩの膨張の論理が個人の情緒を押しつぶそうとしています。

クラブはいかなる管理社会にあってもその波に巻き込まれることのない自由なこころのオ

アシスであって、そこに意味があると思っていますが、今クラブに危機が訪れています。 

ＲＩがそれぞれの国民的情緒を無視して、一律の規範で一つの指針を押し付けてきました。

本来ＲＩはクラブを中心として、手をつなぎあった「情報交換所」として存在していまし

た。しかし今、国際ロータリーそれ自体が自身の存在価値を誇示し始めたのです。 

確かにロータリーは外に向かって実践活動をしなければなりません。しかしその奉仕は具

体的な内容まで組織で決めてクラブや個人に指令すべき筋合いのものではありません。暴

走する組織の論理と希薄になりつつある職業奉仕の「情緒」、このバランスが明らかに崩

れてきています。 

先進国のロータリーは減少を続け、発展途上国のロータリーは目ざましい勢いで増加して

います。発展途上国の民族は極めて多様な価値観を持っています。民族間の利害も錯綜し

て、容易に一つにまとめることはできません。私達が考えているようにロータリーを情緒

的観念で律することなど出来よう筈もなく、結局、官僚的管理機構の組織論理が強化され

てゆくことになります。そしてそのような社会では、価値を計る共通の尺度は目に見える

もの、つまり「お金」ということになるわけです。 

 

 この６月末まで日本から出ていたＲＩ理事黒田正宏さんが退任にあたってレポートを寄

せてくださいました。私はそれを見てめまいを感じました。 

 国際ロータリーで検討している長期計画、その戦略的優先項目の中から３つをピックア

ップします。 

（１）新しいロータリーマーク作成によるロータリーブランドの向上 

（２）会員の例会出席より奉仕活動重視へ 

（３）｢ロータリー哲学｣という考え方を中止するか検討する 

 皆さん、どうお考えですか。 

国際ロータリーの向いている方向が何とはっきり見えてくるではありませんか。 

ロータリーは職業を通じて奉仕の理想を追求する団体、そう明確に記されている綱領を無

視して、ボランティア団体へ傾斜してゆく姿が露骨にうかがえます。このままゆくと近い

将来、もはやロータリーではなくなってしまいます。いやロータリー色を消しながら他団

体と合流し、世界一の奉仕団体を目指していると考える方が自然です。それでなければロ

ータリーマークを変えようという発想は出てこないでしょう。 

 こうした時だから、余計に成田クラブさんから頂戴した「ロータリーへの道」が輝きを
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放って胸を打ちます。この本を読むとポール･ハリスが情緒あふれるロマンの人だったこと

がよくわかります。 

 

 最後に職業奉仕について、私が最も好きな話を紹介して、本日の話を閉じさせていただ

きます。それは、「鏡の中の外科医」という本の話です。この本は第２次世界大戦中にイ

タリアの外科医エンリコ・ジュッポーニという人が書きました。 

「どこの病院でも外科医が手術室に入る前に消毒室で手洗をします。この消毒室には大き

な鏡が取り付けられていて、医師は迅速に消毒を行ないながら鏡の中に映し出された自分

の目に問いかけるのです。『今から行なおうとする手術は人道に反していないか、良心に

おとらないか、己の全力を発揮できるか』･･････そして静かに手術室に入ります。手術が

終わると再び外科医は元の消毒室に戻り、手術衣を脱ぎ、手袋とマスクを外してから再び

鏡の前に立つのです。今行なってきた手術の批判を鏡の中の自分の目に問いただすのです。

鏡の中の目から『手術は正しく行われたか、全力を発揮できたか、全て良心的に行なわれ

たか』と反省するのです。鏡は一瞬にして全てを表します。鏡は隠蔽することを知らない

のです。」こういう話です。 

 

 自分の職業の尊厳を顧みて、自らがこれに忠実であろうとする職業奉仕の見事な実践例

です。私も「鏡の前のロータリアン」でありたいと念願しています。 

 ご静聴ありがとうございました。 

 

◇ 委員会報告 

・奉仕プロジェクト委員会   石橋 菊太郎 委員長 

奉仕プロジェクト委員会の中で「エクレール・お菓子放浪記」プロジェクトチームを立

ち上げここまでお膳立てをしてまいりました。これからは皆さんお一人お一人の力が必要

になってまいります。具体的な配役などはこれから皆さんにお知らせしていきたいと思っ

ております。ご本人の出席ができない場合は代理の方に是非出席していただきたいと思い

ます。また、２月２５日上映本番当日は有料になりますので、その辺をきちんと理解した

上で試写会に是非ご参加ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平野 省二、矢島 紀昭、遠藤 英一、長原 正夫、佐藤 英雄  
石橋 菊太郎、工藤 照淳、近藤 博貴 各会員 

11月 15日 映画上映委員会 

小川 賢 会員 11月 16日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

神崎 誠 会員 11月 16日 印西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

平野 省二、矢島 紀昭、遠藤 英一、長原 正夫、佐藤 英雄  
石橋 菊太郎、工藤 照淳、近藤 博貴 各会員 

11月 21日 映画上映委員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ５７ ３７ ２０ ６０．６６％ １００％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 

・・・「エクレール・お菓子放浪記」試写会・・・ 

１１月２９日（火） 成田ビューホテル 花壇の間 開場１７：３０ 開会１８：００ 

≪集合時間≫ 

奉仕プロジェクト委員及び関係者 １５：００、他会員 １６：００ 

（ポスター、チラシなどの袋詰め作業があります） 


