
次期ローマ法王を決める法王選挙会（コンクラー

ベ）が終わりました。１２億人のカトリック信者の頂点

に立つ「キリストの代理人」を決める選挙とは一体

どんな選挙なのでしょうか。理念なのか、人柄なの

か、はたまた人脈なのか。

さて、ロータリーは、どのようにしてトップが決まっ

ていくのか、後藤研修リーダーに解説していただき

ます。

Ｑ、まず身近なところでクラブ会長はどのように決

まるのですか？

Ａ、我がクラブには大和中ロータリークラブ定款（RI

が推奨ひな形）と大和中ロータリークラブ細則が

あって、その選出の方法が決められています。指

名委員会方式で、選出時点の五人のパスト会長、

会長、幹事、会長エレクト、副幹事担当理事の九

人が、選びます。条件として候補者は理事役員を

経験した人の中から選ばれます。

Ｑ、地区ガバナーはどのように決まるのでしょうか？

Ａ、地区はRIの機関であり、実質ガバナー一人だけ

に権限があり、クラブのように指名委員会の規

程がありません。したがってRIが推奨する選出時

点のパストガバナー五人を指名委員会とする、と

いうことを唯一の決議をする場として、以前の地

区大会で決められました。パストガバナー全員で

決める地区や、七人、九人とかの指名委員でと

か地区により様々なようです。隣の地区は全員

だそうです。余談ですが、我が地区でも古い方々

は、全員で決めるべきという考えもあります。以

前は全員で決めていたようですし、現役ガバナー

が、入っていた時期もあるようですが、問題も出

たので、五人で決めています。基本としてはクラ

ブ推薦が要件ですが、クラブから推薦がない場

合や、クラブからの推薦者以外にも、指名委員

会の権限で選出されることがあるようです。過去

には選挙があったり、辞退があったりした時もあ

るようです。ほとんどのグループから誰かしら輩

出されています。

Ｑ、それでは、１２０万人の頂点に立つ国際ロータリー

会長はどのように決まるのでしょうか？

Ａ、世界には530くらいの地区があるようです。日

本には34地区があります。その地区を世界で34

ゾーンに分けていまして、日本は第一から第三ゾ
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－ンに、分けられています。我が2780地区は、第

２ゾーンでして、今年は奇数のゾーン、来年は偶

数のゾーンからというように、指名委員が選出

されます。指名委員は過去の元RI理事がなるこ

とになっていて、今年は第二ゾーンから、その前

は第一、第三からということです。世界から毎年

17人が選ばれて行われますが、選挙は一人の

人が過半数の票に達するまで行われるようです。

元RI理事なら誰でも手を挙げる資格があるよう

ですが、日本人はまだ三人だけです。しかし最近

七年間では、韓国、インド、日本、台湾と、半分以

上立て続けに発展する東アジアからが目立って

いますが、R財団への貢献度が重要のようです。

有難うございました。本日は、ロータリーの選挙

について後藤研修リーダーから解説していただきま

した。

さて、リノベーション３５と銘打って、クラブの運営

に関する見直しを理事役員会で取り組んでおりま

す。本日、資料として理事及び役員の選挙等に関

わる細則、内規の見直し案等を配布しました。４月２

５日のクラブフォーラムで御討議をいただき採決し

たいと思います。

尚、次週は、青少年育成基金の取り扱いについ

ての、進捗状況をお話致します。

①次回理事役員会は4/4に行います。

②細則の改正は4/25の例会で審議予定です。改

正案の予告通知は細則第16条で郵送となって

いますが、日数がありますので今回以降3回に

渡り説明と通知を例会で行わせて頂きます。

【理事役員会・審議事項】

① 2月までの予算の執行状況について承認。

②第36回大和市民まつりへ3クラブ協賛について

承認。

③職業奉仕4/11企業訪問移動例会について承認。

④東慶州ＲＣ・大和ＲＣ合同例会について承認。

⑤（Ｒ35）青少年育成基金の取り扱い及び細則の

一部改正について、大和市削除を条件に承認。

⑥（Ｒ35）高齢化への対応及び細則の一部改正に

ついて、一部免除を明確とし承認。

⑦（Ｒ35）会計の問題点及び細則の一部改正につ

いて、問題点は次年度に引継、細則の一部改正

については承認。

⑧（Ｒ35）理事・役員等の選挙及び役員の任務に

ついて細則・内規の一部改正について、細則・

内規の一部改正について承認。

【協議事項】

①希望の風奨学金について

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方巳 委員

配偶者誕生日 高橋 田鶴子 夫人 3月21日

青柳 恵美子 夫人 3月22日

阿萬 真美子 夫人 3月27日

結婚記念日 青柳 文四郎 君 3月21日

飯田 豊太 君 3月26日

「地区だより」

地区社会奉仕委員 舘盛 道明 会員

今年度、地区社会奉仕委員会の活動に参会し

た、委員会活動としては委員長の意気込みは大変

なものである、ロータリー年度第1回は6月1日、以

後正月の月を除き、毎月1回の委員会の開催で今

年度の活動方針を論議しているのである。

因みに私は第5回（10/3）第7回（12/5）第」8回

（2/6）仕事の関係で欠席致しました。本年度の活

動は東日本大震災で震災、津波で失われた気仙

沼の海辺、その海辺を震災前の緑豊かなものに復

元するもので、自然環境、地域、人心の活性化を

図り、自然環境を再現するプロジェクトを支援する

為の支援活動です。 事業の主体になる団体は、

「海辺の森を作ろう会」第2520地区気仙沼ロータ

リークラブそして協力団体として、気仙沼市教育委

員会、気仙沼商工会議所、三陸新報社（新聞社）

気仙沼地方労働者福祉協議会、等々の数多くの

協力団体の活動に支援するものである。

そのような事を討議して今年度活動の方針が

決まりそうです。

地区財団資金推進委員 石川 健次 会員

本日は、私の所属する地区のＲ財団資金推進

委員会の活動報告でしたが、予定を変えて、クラブ

のＲ情報委員会として入会年度の新しい会員に向

けてロータリーの基本的なお話しをさせて頂きます。

タイトルはロータリークラブと他の奉仕団体の違い
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とは？です。

ロータリーの本質はなにかと問われたとき、これ

を一言で簡潔に説明するのは非常に難しいことで

す。世の中には奉仕クラブと称する団体は沢山あ

りますが、ロータリーとライオンズの違いは？という

質問には、ライオンズクラブのことをあまり知らない

ので、どう違うかを正確に説明することはできませ

ん。

身近にはライオンズ以外にも、ソロプチミスト、そ

して我がクラブにもＯＢが多く在籍されている青年

会議所など、社会的に認められた奉仕団体がいく

つかあり、それぞれ活発に地域に貢献する活動をさ

れていますが、ここでは、どこが良いとか優れてい

るかと言う問題ではなく、ロータリーは他の奉仕団

体とは本質的に違った「ある哲学」を持っているク

ラブだということをご紹介したいと思います。

それではまず、具体的にロータリーはどんな奉仕

活動をしているのでしょうか。

例えば ロータリー財団や米山奨学基金に寄付

をすると、世界中の沢山の若者に勉学のチャンス

を与えて、国際親善や親睦の力で、究極には国際

平和に寄与できます。

しかし、日本中で色々な団体が国際親善活動や

留学生の送り出し、受け入れの活動をしているの

で、こういった活動もロータリー独特の奉仕活動で

はありません。

また、ＲＩが力を入れている活動の一つに、発展途

上国に対する人道的な援助があります。しかし、こ

れらの目的のために特化して設立されているＮＧＯ

やＮＰＯが沢山あり、従ってこの分野の活動もロー

タリーの特徴とはいえません。

では、国内の地域社会に対する奉仕活動ではど

うでしょうか。東日本大震災の支援では日本全国

で沢山の団体や個人が、自発的にいろいろな分野

で細やかな活動を展開しましたが、青年会議所や

ボーイスカウトが現地のニーズと正確な情報を得

て、迅速な支援活動を始めたことに比べると、ロー

タリーは若干スピード感が足りなかったと感じまし

た。

しかし、震災関連ではロータリーとして沢山の価

値ある活動を展開しているのです。中でも先週の

卓話で Ｄ2590の川野ＰＤＧから紹介された、被災

学生への育英活動「ロータリー希望の風奨学金」

はロータリーらしい、青少年の将来を見据えた息の

長い奉仕活動だと思いました。

次に、ロータリーが他の団体と根本的に違う点

は何か、ロータリーの主な使命は何なのか、ロータリー

は何を目指しているのかということを考えてみまし

た。

結論から先に言いますと、ロータリーは単なる社

会奉仕団体ではなく「職業奉仕」という概念を持っ

た団体ということだと思います。

他の奉仕団体は、団体として集まって地域社会

に何らかの奉仕活動をしています。もちろん、ロータ

リーにはポリオ撲滅運動など世界中のロータリアン

が協力して取り組む壮大な社会奉仕事業がありま

す。

しかし本来の姿は、ロータリーで奉仕を学び、自

分の個人生活、職業生活、社会生活に生かすこと

が「目的」とされています。

ロータリークラブとは 基本は一人一業種で選ば

れた職業人の団体であり、職業を通じて各会員が

奉仕をする、いわゆる職業奉仕を目的としているこ

とが大きな特徴です。私の知る限り、数ある奉仕団

体の中で職業奉仕を標榜しているのはロータリー

以外にはありません。ロータリーが他の奉仕団体と

根本的に異なる点が、職業奉仕にあるとするなら

ば、職業奉仕とは何かという定義を理解しないこ

とには始まりません。

横澤会長が「職業奉仕とは究極の顧客満足を

目指すこと」と簡潔に看破されました。しかし、多様

性が尊重されるロータリーということでお許しを頂

き、ここではもう少し別な側面から考えて横澤理

論を検証して見ます。

個人的な例をあげて恐縮ですが、私は大和中Ｒ

Ｃに入会して24年間になります。若くして入会し先

輩方に導かれるがままに それなりに楽しいロータリー

ライフを過ごしていました。入会当時、先輩ロータリ

アンが口角泡を飛ばして職業奉仕の議論をしてい

ても、正直 小難しい話しにはあまり興味がなく、そ

れでもロータリアンとして困ることは、まったくありま

せんでした。

ロータリーの発祥から見ても、親睦こそロータリー

の原点ということに異論はありません。しかし、いい

大人がただ親睦だけが魅力で、高い年会費と毎

週の貴重な時間を費やし、ロータリー活動続けられ

ているのは何故だろう？という疑問がある日突然

湧いてきました。そんなわけで、キーワードは「職業

奉仕」だと思ったわけです。

ロータリーでは新世代を含めて五大奉仕とも言

われますが、社会奉仕は「社会に奉仕する」、国際

奉仕は「国際社会に奉仕する」、クラブ奉仕や新世
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代奉仕も同様に奉仕の対象が判り易いのですが、

職業奉仕だけが「職業に奉仕する」では意味が不

明です。つまり五大奉仕の中でこれだけが異質な

ように思えました。

五大奉仕の中で職業奉仕が重要視されている

のは「ロータリアンの質は高くなければならない、そ

うした優れたロータリアンの集まりがクラブであり、

そのために各クラブで優れた奉仕活動が出来る」

と期待したのが理由だと記されています。

そこで具体的にロータリアンは何をすれば良い

のか、どのような行為が職業奉仕になるのでしょ

うか。職業奉仕について勉強する気になれば、関

連の書籍は幾つもあります。インターネットなら、気

軽に即 調べられます。そして、自分の職業を生かし

て社会貢献をするアプローチもいろいろなアイディ

アがあると思います。

それらも大切なことですがその前に、まず優れた

職業人であり、ロータリークラブの会員であり続け

るということ、これが私の考えている職業奉仕観

です。自分の職業に誇りを持ち、世の中に役立っ

ているという満足感を持つこと！また他の職業にも

理解を持つこと、これが大事ではないかと思ってい

ます。

私たちの職業は社会のニーズがあるから成り立っ

ているのであり、そのニーズに応えて、私たちは日々

尽力されているという事実があります。それこそが

職業奉仕であるとすれば、横澤会長の言われた

「究極の顧客満足を目指すこと」はまったく的を得

た解答でありました。

職業奉仕という言葉は、単に職業と奉仕とを結

びつけた熟語ではありません。ロータリーが考え出

した哲学的な意味を持つ言葉であり、それぞれの

立場でいろいろな解釈ができますし、その概念も一

朝一夕に出てきたものではなく、ロータリーの創立

時から、数々の議論を重ね経験を積み上げ、お互

いに理解しながら会得していった集大成が、ロータ

リーの基本理念とも言える「職業奉仕」だと思いま

す。

お時間の関係でそろそろ終わりますが、本日の

卓話の内容は まったくの私個人の解釈や妄想で

す。もしかしたら、トンチンカンだったかも知れません。

いやいや職業奉仕の本質はもっと違う考え方

があるはずだという、異論も反論も当然あると思い

ます。

長話しをしてからこんな言い方は無責任ですが、

良く考えてみれば、ロータリーの会員が全て同じ思

考方法であることも、何か気持ちの悪いことです。

いろいろな経験や知識を持つ沢山の会員がそ

れぞれの立場で自由に意見を出し合い、切磋琢磨

してお互いを認め合う、ここにロータリーの価値が

あると思います。

新会員の皆様、せっかくロータリーに入会された

のですから「職業奉仕」についてベテラン会員に質

問攻めをして、困らせて見てはどうでしょうか。

正解は決して一つではないと思いますが、尽きな

い議論の中で 親睦も深めて頂くことも、ロータリー

の醍醐味ではないかと思います。

斉俊全 様、斉忠良 様、郭淑清 様

（右 母の刺繍の書）
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横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
斉忠良君、斉君のご両親、ようこそいらっしゃいま

した。本日は地区だよりとして、舘盛地区社会奉仕委
員、石川財団資金推進委員にお願いします。どうぞ
宜しくお願い致します。
後藤 定毅 君
斉忠良さんのご両親、ようこそ日本へ。そして大和

中にお出で下さいました。素晴らしい青年に育てられ
たご両親に敬意を表します。日本を楽しんで下さい。
青柳 文四郎 君
家内の誕生日のお祝いと結婚記念日のお祝いを

して頂き、ありがとうございます。
中西 功 君
遅ればせながら、結婚祝い頂き、有難うございます。

古郡 清 君
誕生日のお祝いありがとうございます。七十歳に

なりました。身体はいたる所ガタが来ています。オーバー
ホール中です。斉君卒業おめでとうございます。
飯田 豊太 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

高橋 清 君
家内の誕生祝いに花束を頂きましてありがとうご

ざいます。花粉症で悩んでおる毎日です。
阿萬 正巳 君
本日は妻の誕生日のお祝いを頂きまして、ありがと

うございます。

スマイルボックス 岸 幸博 委員長 本日 \20,000 累計 \666,670


