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＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

＊会長あいさつ 吉田和也会長 

本日のプログラムですが、尾崎会員

の会員卓話の予定でしたが、現在、

愛知県の病院でコロナウイルスの

患者さんの対応に追われていて、と

ても出席できる状況ではなく、又、万が一皆様にう

つすようなことがあってはならないという理由から、

本日の卓話は担当委員の変更と致しまして、社会奉

仕委員会の担当に変更させていただきまして、川上

勉会員の「ロータリーの目的」というテーマ卓話を

いただきます。川上さんには、ご無理を言って、急

な予定変更に対応していただきまして、誠に有難う

ございます。又、尾崎さんには、5月の担当の予定と

なりますので、その頃には、このコロナウイルスも

終息していると思いますので、今回の件についてお

話していただけたらと思います。 

 残念なことに、皆様もご存じの通り新型コロナウ

イルスが国内でも感染が広がってきてしまっており

ます。岐阜県でも、大垣で県内初の感染が確認され

たようです。国内におきましても、いろいろ集計が

異なっているようですが、27日 11時半現在、クルー

ズ船を除き、感染者数 189名、死亡者 7名(うちクル

ーズ船乗船者 4名)となってしまっており、まだまだ

これから感染者数は増えていくのではないかと懸念

されます。国の専門家会議の見解では、今後 1～2週

間が感染の拡大のスピードを抑えられるかどうかの

瀬戸際だといわれております。このような状況をあ

る種の国難という事態と捉え、サッカーの Jリーグ

では 94試合の延期を決めたようです。又、プロ野球

のオープン戦や、女子プロゴルフの無観客での開催、

大相撲春場所は無観客や中止も選択肢として検討す

るなど、その他各種のイベントの中止や延期といっ

た影響も出ております。又、株価も世界景気が悪化

するとの懸念が強まり急落してしまっておりますし、
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受験生にとりましては入学試験と、これからとても

大切な時期を迎えるのですが、どのような影響が出

るか大変心配されます。 

 本当に大変な状況となってしまっておりますが、

今後感染の拡大のスピードを抑え、一日も早い収束

に導くためには、一人ひとりが危機感を持って感染

防止に努めなければならないと思います。そのため

には、このコロナウイルスは、飛沫感染や接触感染

の 2つが感染経路だと考えられていることから、ま

ずは、石鹸やアルコール消毒液などでしっかりと手

洗いを行う、普段から十分な睡眠とバランスのよい

食事を心がけ、免疫力を高めておく、空気の乾燥し

やすい室内では加湿器などを使って、適度な湿度を

保つ、マスクの着用、咳エチケットを心がける、又、

多くの人と近い距離で対面する場所を可能な限り避

けることや、風邪などの軽い症状の人は自宅で療養

することなど、色々と、マスクや消毒液等、品薄と

なってしまっている現状ではございますが、感染防

止に細心の注意を払い、今後、日本は東京オリンピ

ックも控えておりますので、それまでには、必ず事

態の収束に導けるようにと、又一刻も早く経済も正

常化して普段通りの生活ができるようになることを

願いまして、本日の会長挨拶とさせていただきます。 

＊会員卓話 

川上勉クラブ研修リーダー 

クラブ研修リーダーについて 

クラブ会長エレクトは、クラブの

研修プランを監督するクラブ研修

リーダーを 1 名任命します。クラブ研修リーダーの

任期は 1 年で、連続して就任できる任期は三期まで

とします。クラブ研修リーダーは、すべての研修ニ

ーズが満たされるようクラブ理事会および各種委員

会と協力し、また、支援と情報を得るために、地区

研修委員会、ガバナー補佐、ガバナーと協力しなけ

ればならない。 

 ロータリーの主たる目的

・人道的な奉仕を行い、 

・あらゆる職業において高度の道徳的水準を守るこ

とを奨励し、 

・かつ世界における親善と平和の確立に寄与するこ

とを目指した、 

・事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び

合った団体 

 ロータリーの誕生

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展

の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになってい

ました。ちょうどそのころ、シカゴに事務所を構え

ていた青年弁護士 ポール・ハリスは、この風潮に

堪えかね、友人３人と語らって、お互いに信頼ので

きる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま

親友関係にまで発展するような仲間を増やしたい、

という趣旨でロータリー・クラブという会合を考え

ました。こうして 1905 年 2 月 23 日にロータリーク

ラブの原点となるシカゴロータリー・クラブが誕生

しました。ロータリーとは、会員が持ち回りで順番

に集会を各自の事務所で開いたことから名付けられ

ました。 

  日本のロータリー誕生

日本最初のロータリークラブは、1920（大正 9）年

10 月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、

1921年 4月 1日に世界で 855番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟が承認されました。その後、

日本のロータリーは、第２次世界大戦の余波で 1940

年に国際ロータリーから脱退、しかし戦後 1949年 3

月になって、再び復帰加盟します。この時、復帰に

尽力をしてくれたのが国際ロータリーの第 3 代事務

総長ジョージ・ミーンズ氏でした。その後の日本に

おけるロータリーの拡大発展は目覚しいものがあり、

ロータリー財団への貢献も抜群で、今や国際ロータ

リーにおける日本の地位は不動のものになりました。 

ロータリーの二つの奉仕理念 

1.事業の継続的繁栄を願う「職業奉仕理念」 

2.他人のことを思い遣り他人のために尽くす「社会

奉仕理念」 

1912年（決議 23-34)フランク・コリンズは、ロータ

リアンが自分のためだけでなく、他人のために尽く

す意義と重要性を説き二つの標語を決定しました。 

1.最もよく奉仕するもの、最も多く報われる。 

2.超我の奉仕 

1.職業奉仕理念について 



（アーサー・フレデック・シェルドンの理念） 

限りなく修正資本主義に近い考え方であり時代を 30

年先取りした考え方・理念を説く 

・最も多く奉仕するもの、最も多く報われる 

利益を優先するのではなく、自分の職業を通じて社

会奉仕することを第一議に考えて企業経営すること

が、結果として継続的に利益を企業にあたえること

につながる。 

奉仕における顧客に満足を与える具体的経営方法 

・高い品質 安全性 

・適正な価格 需要供給のバランス 

・経営者・従業員の接客態度 

・豊富な品揃え 

・公正な広告(虚偽・拡大広告しない) 

・高い商品知識 高度な専門知識 

・細やかなアフター・サビース 

事業における人間関係 

・事業上得た利益は、事業主のみのものでない。 

・事業は経営者・従業員・取引先・顧客・同業者す

べてによって支えられている。 

・利益を配分すれば、自らの事業は、継続し発展す

ることを、自らの事業所で実証する。 

・自らの事業所でそれを実証すれば業界全体の職業

倫理が向上する。 

2.社会奉仕理念について 

・超我の奉仕 

他人の事を思い遣り、他人のために尽くす奉仕が社

会奉仕・世界社会奉仕である。ロータリーの社会奉

仕活動は、チャリティでなく、自立を助けるボラン

ティアであるべき 

五大奉仕委員会についてのおさらい 

1.クラブ奉仕委員会 

会員自ら役割分担をしてクラブの管理・運営 

・クラブを管理運営するための諸活動 

・定款・細則 

・役員・理事会 

・理事会先議権 

・例会出席規定・メークアップ 

・地区・グループ諸会合及び同好会 

2.職業奉仕委員会 

自らの職業を通じて社会奉仕すること 

利益を優先して事業を行うのでなく、自分の職業を

通じて社会に奉仕することを第一に考え企業経営を

することによって、継続的に利益につながることを

意味する。ロータリーの職業奉仕は、自らの事業や

業界全体の職業倫理の向上につながり、職業奉仕実

践の受益者はロータリアン本人である。 

3.社会奉仕委員会 

他人のことを思いやり、他人を助けるために行う活

動が社会奉仕活動である 

・地域社会に対する奉仕活動 

・地域社会のニーズに適した奉仕活動 

・職場、地域社会を巻き込んだ個人奉仕が原則 

・諸団体に対する寄付は原則禁止 

4.国際奉仕委員会（1） 

ロータリアンの社会的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進する。 

途上国に対する飢餓・貧困・疾病・教育等の国際的

援助活動。 

物資や金銭を与えることでなく、自立を助ける援助

である。 

4.国際奉仕委員会（2） 

・世界社会奉仕（ＷＣＳ） 

・ツインクラブ 

・ロータリー財団｛・ポリオプラス・財団補助金・

財団奨学・研究グループ交換（ＧＳＣ）｝ 

・世界親睦活動 

・米山奨学会 

5.新世代奉仕委員会 

2010年度から新世代奉仕が新しい奉仕分野として独

立 

14歳～18歳対象―インターアクト 

18歳～30歳対象―ローターアクト 

15歳～19歳対象―国際青少年交換 

・インターアクト ・ローターアクト 

・青少年交換 ・青少年指導育成 

ロータリーで変えてはならないもの 

「ロータリー哲学」 

超我の奉仕 

「ロータリーの奉仕の理念」 



最も奉仕するもの、最も報われる 

ロータリーで変えなければならないもの 

「ＲＩ、地区、クラブの管理運営」 

「奉仕活動の実施」 

10 年ほど前ＲＣ資料に「ロータリー・クラブをつぶ

すには、刃物はいらない。例年のようにやれば良い」

と読んだことあります。クラブ管理運営を長年変更

せず、放置しておくと、制度疲労が起きると思いま

す。奉仕活動の実践は、その時のニーズの変化に沿

って柔軟行うべきと考えられます。そこで次年度関

中央ＲＣアクション目標を提案させて頂きます。 

次年度関中央アクション目標 1 

1.元気なクラブづくり 

・関中央クラブの強みと問題点を確認する。 

・新会員と現会員が積極的に意見交換を行い、関中

央クラブで実現できるアイデア等研究・実行する。 

次年度関中央アクション目標 2 

2.関中央ＲＣに所属していてよかったと思われるク

ラブづくり 

・地域に貢献していることを実感でき、仲間と友情

を育むことのできる魅力ある活動を実施し、全て

の会員が、「関中央ＲＣに所属していてよかった」

と感じられる一年でありたい。 

用語の説明 

ロータリー財団の使命について 

ロータリー財団の使命は、地域レベル、全国レベル、

国際レベルの人道的、教育的、文化交流プログラム

を通じてロータリーの綱領とロータリーの使命を遂

行し、かつ世界理解と平和を達成しようとする国際

ロータリーの努力を支援することです。 

ポリオプラス撲滅について 

ロータリーは1979年に初めてポリオのプロジェクト

に携わりました｡フィリピンの600万人の児童にポリ

オの予防接種をするという 5 ヵ年間計画のポリオ免

疫接種活動が始まりました。1980年代初めに､世界中

の児童にポリオの予防接種をしようというプログラ

ムを立案しました｡ポリオと共にハシカ､ジフテリア､

結核､百日咳､破傷風の５つをプラスして､同時追放

を目的としているためポリオプラスと呼んでいまし

た。ポリオプラスの『プラス』は最初の頃と意味が

変わり、現在は､世界的なポリオ撲滅運動がもたらし

た遺産のことを指しています｡ 

1995 年規定審議会においてポリオプラスの目標は西

暦 2000年までにポリオを一掃し､その後 2002年まで

に､ポリオの撲滅することが採択されました｡ 

2002年４月より 8,000万ドルの募金キャンペーンが

スタートしました。2007年 11月にビル・アンド・メ

リンダ・ゲイツ財団は､ポリオ撲滅のため､ロータリ

ーに 1 億ドルのチャレンジ・グラントを授与しまし

た｡チャレンジ・グラントとは､ロータリーがゲイツ

財団の1億ドルと同額を集めることです｡ロータリー

は 2008年 1月 1日より 3年にわたり､新しい資金で 1

億ドル集めることを約束しました｡2009 年 1月 21日

の国際協議会の席で､ビル・アンドメリンダ・ゲイツ

財団は､さらに 2億 5,500万ドルの追加寄付を発表し

ました｡同財団の合計 3億 5,500万ドルの寄付に対し

て､ロータリー財団は 2012年 6月 30日までに 2億ド

ルを集めることに同意し､2億ドルを集めました｡ 

さらに、同財団は､2018年までの 5 年間､ロータリ

ーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対して､ゲイツ財団

が 2 倍の額を上乗せすることとなりました｡(年間

3,500 万ドルまで)今のＲＩが寄付金集め重視が始ま

ったように私は思います。 

各委員会活動の勉強会について 

各委員会活動の勉強会は、今後、次期会長・幹事と

調整の上開催します。 

＊出席委員会 

会員数 34名、本日の出席 19名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

 急遽の卓話、ご苦労様です。宜しくお願いします。 

19名のご投函ありがとうございました。 

＜次例会の案内＞ 

第 2007回 2020年 4月 3日（金）18:30～ 

３ＲＣ合同親睦お花見例会 

(美濃・関・関中央)  ホスト：美濃ＲＣ 

場所 美濃緑風荘 

担当 会長・幹事・親睦活動委員会 


