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表紙の写真と最終号の月信について

　表紙中央の写真は先日行われた国際大会の開催地シドニーのオペラハウスと
秋の風情の写真であります。旅行記を巻末に掲載いたしました。その他に、今
号では今後の皆様のロータリー活動の助けとなるような、私自身のロータリー
観などを掲載させて頂いております。是非ご一読ください。
　表題より下の写真は、シドニーの、紅葉に彩られた広場のベンチの写真です。
エレクトから約二年間ガバナーとして皆様の有り難いご支援・ご協力を戴き全
力で邁進し歩んで参りましたが、ようやっとベンチに一休みさせて頂こうと思
い、その意味を含めて載せてみました。
　しかし、一時の憩いを得た後、私は再び歩き始めます。これまでといささか
も変わりのない情熱を燃やし、「ミッション・パッション・ビジョン」のスロー
ガンを胸に、また皆様と共に楽しくロータリーの道を職業奉仕を実践し、あゆ
んで行く所存です。
　ガバナー職を戴き、誠にありがとうございました。

ガバナー 大　迫　三　郎
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　一度しかない人生を私達はどのように生きるべきか。

　この問いを求めるステージがロータリーであります。

　いかに生きるべきかの人生哲学とはそんなに難しいものではないと思います。

そもそも哲学とは森羅万象の真理、在り様を素直に求めるものなのです。難しい

言語を弄して悟らせようとするものではありません。

　ロータリーのステージが与えてくれるものの第一は“人生を如何に生きるか”

であります。

　まずはその最も分かり易いものが私達ロータリアンが常に口にしている愛唱歌

『奉仕の理想』であります。

　　奉仕の理想に　集いし友よ

　　御国に捧げん　我等の業

　　望は世界の久遠の平和

　　めぐる歯車　いや輝きて

　　永遠に栄えよ　我等のロータリー

　何気なく歌い続ける歌詞の意味を私達は深く吟味し歌っているのでしょうか。

例えば演歌にせよ、ポピュラーにせよ自分のおはこを唱うときには、歌詞の意味

を良く考えて、思いを込めて唱う筈であります。しかも抑揚を充分につけながら

自分に言い聞かせるのです。

　さてロータリーソングを斉唱する時、私達はその歌詞の一字一句を噛みしめな

がら唱っているのでしようか。『奉仕の理想』歌詞の中で私が一番に注目するの

が“御国に捧げん　我等の業”であります。御国とは家族であり地域社会でもあ

国際ロータリー第2730地区

ガバナー　大迫　三郎

職業奉仕とロータリーのステージ職業奉仕とロータリーのステージ



2013-14年度　ガバナー月信最終号

第2730地区ガバナー月信2 3 第2730地区ガバナー月信

り私達が安全に生活する基盤であります。

　文字通り私等の業い、即ち職業であります。

“職業を通して御国に尽くしましょう。家族や地域社会、更に国家の為に仕事を

通して奉仕しましょう”

　ということであります。

　職業奉仕というロータリー用語を遣わずとも、「我等の業」と表現しているの

です。ロータリーのステージが一番に教えてくれるもの。ロータリーが一番の基

本に於いているのが職業奉仕であり、自分の業（仕事）こそが一番大事なものだ

とロータリーは唱えているのです。

　仕事は自分の生命を維持し家族の生計を建てるものであります。しかし働く事

によって得られる報酬は誰かの為に役に立つものでなければなりません。しかも

成る丈多くの報酬を得るには誰かがより多くの価値（幸福）を得られるものでな

ければなりません。勿論報酬とは単に貨幣価値のみとは限りません。多くの精神

的、あるいは物理的な幸福を与えてあげることが出来ればその幸福は自分自身の

胸の中に心の中に大きく打ち響くでしょう。

　心の中に響く大きさが貨幣であれ精神的作用であれ、奉仕の心がなせる人生の

生き甲斐であります。

　人々の為に如何に尽くす事が出来るか、を求め続け、その実践を強く促してい

るのがロータリーであります。ロータリーのステージは職業奉仕と言う言葉を駆

使して仕事を通して如何に人の為世の為に尽くすかを示しているのです。

　今一度、私達はロータリアンとして否一人の人間として業（仕事）の有難さや、

その意義の深いところを感じるべきだと思います。

　一度しかない人生を極めるためにロータリーは素晴らしいステージなのです。

※本年度、クラブ活性化の為会員の皆様には充分なご活躍、誠に有難うございま

した。一年を省みて皆様は当初掲げられた目標を達成されましたでしょうか。

達成された方、また諸事情によりあと一歩であられた方など、今後のご参考ま

でに、ロータリーを楽しむため、次ページより、以前に資料冊子として配布し

問いかけて参りました『職業奉仕とロータリーの魅力』を改めて上梓いたしま

した。是非再読頂き、今後のロータリー活動への指針としてお役立てください。
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　職業奉仕＝職業の発展＝社会への奉仕＝人格の陶冶
ロータリーの第一の基本的目的は職業奉仕であり人格の陶冶である。

職業を通じ家族を守り、従業員を守り、下請や取引先との公正な取引、更に大

事なお客様への奉仕、公平な利益を追究する。これに懸命に尽くすことはロータ

リーの原点であり他の奉仕団体と違うところである。この目的を共有する人々と

多く集い、広いつながりの中で目的と使命を確認しあい、奉仕の倫理を追究し実

践するのがロータリーの第一義である。

職業は人生の幸せを追究する最も崇高な行動であると同時にロータリーを通じ

て人間としての成長を遂げるものである。

　職業奉仕とは
職業の目的はさまざまな要素がある。

○先ずは生活を保持し、命をつなぐこと

国際ロータリー第2730地区

ガバナー　大迫　三郎

人格の形成と豊かな人生のために
職業奉仕とロータリーの魅力
人格の形成と豊かな人生のために
職業奉仕とロータリーの魅力

地区大会にて表彰された「フォーラム代表発表選抜者」の６名の皆様と大迫ガバナー
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○自分自身のみでなく家族を守ること。

○世の中（社会）の人の為になること。

○自分の生きがいを遂行すること。

○人格の陶冶をなすこと。

など推論していけば深く広いものがある。

人が生きる目的の大事な部分は人の為、世の中の為になることである。

人の為に生きる事の喜び、楽しみ、満足感を得る事は人生の至福であろう。

人の為に生きる手段としての職業も又重要な要素である。

自身の人生の目的を実現する手段も職業の尊い手段である。

何れも職業によって奉仕する論理を追究して行くのがロータリーである。

職業を一つの奉仕の機会ととらえるところにロータリーの価値観がある。

職業、事業の成功は他人に如何に奉仕できたかで決まってくる。

事業は儲けなくてはならない。しかし儲ける事の欲望のみが先走って、相手に

利益と幸福を与え続けない事業は成り立たないし継続しない。

職業（事業）の成功を果たすには、先ず最初に他人の（社会の）為になるかど

うかを考え行動しなければならない。

ロータリーの職業奉仕は実直に当然の道理を追究しているのである。

他人に奉仕しようとする心の持ち方の涵養をひたすら追究しようとしているの

である。

しかし人間は、自我の欲望が常に心の中に蠢いている、自我の己れをいかに修

養させるかがロータリーなのである。

「超我の奉仕」「最もよく奉仕するものは、最も良く報われる」はロータリーが

求める心のありようであり、ロータリーの奉仕理念の原点である。

職業を他人（社会）に対する奉仕として体得する為に、事業や専門職に携わる

人が集い修練するのがロータリーである。ロータリーの心を涵養し、実践してこ

そ職業の成功があり、儲けの天与を戴くことになる。

職業奉仕は単なる理念でなく実践活動である。
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　社会奉仕との関わり
しかし、ここで更なる考察と現実的な推論をしていけば、職業を自由に遂行す

るためには、それを支えてくれる社会が必要であり、社会の安定と平和という環

境の整備は大事な要素と条件である。社会とは国をも含む地域社会全てを含有し

ている。

職業奉仕から派生する社会奉仕への拘わりは第一に職業を通じて社会への便利

や利益、幸福を尽くすことでの奉仕。第二は社会の環境の改善、安全を求めての

奉仕がある。

その社会を安定させる為にそこに想いをいたし、尽力する努力が必要であり、

社会への奉仕も大事なロータリーの目的になってくる。

勿論職業を通じて行う納税の義務の遂行も立派な社会奉仕であり、職業奉仕を

遂行する第一の社会奉仕のアクションである。

しかしロータリーは社会への奉仕についてロータリアンとしての自発的な発想

によって社会奉仕への理念を涵養しようとする。社会奉仕のアクションが当然の

事として実践をふまえての奉仕を組織的に行うことになる。

通常のロータリアンが行う浄財の寄附行為はロータリアンが想う社会奉仕の実

践として尊いものである。極部的な社会への貢献ではある。がしかし、大口寄付

者の寄附金額すべてを合わせもってしても、社会環境の大きな維持と安定確保に

はとても絶対的なものではあり得ない。

『福島キッズ in 宮崎・鹿児島』での一コマ。心のこもったかき氷を楽しむ福島キッズ
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ロータリーの提唱する社会奉仕への金銭的寄附行為のみでなく、ロータリアン

は自らの行動によって、社会への貢献の実践も行うが、これによって社会の大方

の貢献を満たすことはできない。

これ等の実態的行為はロータリアンの想いを表現する一つの発露であり、それ

が社会奉仕への訓練の場と言われるゆえんである。更には大きな目的として社会

への奉仕の行動が公共のニーズに合致するものであれば、社会一般へロータリー

の理解を深めることになる。社会への理解と活動情報の伝達はロータリアンの仲

間を増やし、ロータリーの目的をなるだけ多くの仲間と共有遂行する為の重要な

行為である。

職業奉仕を遂行するには社会環境の有り様が重要であり、社会奉仕を遂行する

為には職業奉仕の闊達な遂行が又重要な要素である。

職業奉仕と社会奉仕の密接な関わりは必然のものである。

※自分の職業をボランティア（対価を求めない）に活用するのも社会奉仕である。

　国際奉仕との関わり
職業奉仕を安定的に闊達に行うには社会の安定的環境が必要であるが、更に推

論すれば社会の安定、国の安定は国際的な交接の順調な環境のあり方が重要であ

る。

国際的な関わりは今一層のグローバル化の中で重要な課題である事は論を待た

ない。ロータリーは200ケ国123万人のつながりを持つ組織である。

一人一国だけ、又は一地域のみの社会の安定はあり得ない。国際的安定的な世

界の環境を保持することに想いをいたすのもロータリーの当然の目的である。世

界平和はロータリーの大きな願いである。

国の安全保障は国際の安全のみならず、一自己の安全であり、職業奉仕の要諦

でもある。

一人一人のロータリアンが自己の職業の闊達を求めるに、社会の安定、世界の

安定もまた必須の条件なのである。戦争や紛争、テロやいがみ合いの中に社会の

安定はあり得なく、職業の安定もあり得ないのである。

ロータリアンは職業の安定の為に社会への奉仕の想いと同時に、国際奉仕への
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特に世界平和の想いも深めないとならないのである。

　新世代奉仕との関わり
職業奉仕を遂行するに一番の要件は人材の輩出登用であり、新世代の役目は重

要なものである。

若い人達が健全な成育を遂げ将来を託する人材が育ってくれるのを願うのもロ

ータリーの大事な目的である。これを論ずるに多くの論を待つ迄もない。しかし

新世代の成育をロータリーのみですべて解決できるものではない。ロータリアン

は新世代が成育する為の奉仕に想いを馳せ、行動を通じて又は寄附などの気持ち

を込めてこれの重要性の訓練を実行している。多くの実践的訓練は重要なプロジ

ェクトである。

インターアクトクラブ（年令12才～18才）、ローターアクトクラブ（18才から

30才）、ロータリー青少年交換（海外留学）やRYLA（ロータリー青少年指導者

養成プログラム）VTT（職業研修チーム）などの事業を支援している。

　クラブ奉仕との関わり
職業奉仕の遂行を確認し、会員がこぞって顔を合わせ、友情を暖め合い感動し

学ぶのが例会であり、クラブ奉仕の大事な役目である。

リスボン世界大会朝食会場にて偶然出合った田中ＲＩ会長と李東建ロータリー財団管理委員長の記念写真
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ロータリアンと会う楽しみと同時に会員同士が刺激し合い、励まし合い職業奉

仕への意欲を高めるのも例会の重要な役目である。勿論自クラブのみでなく広く

分区（グループ）、近隣地区、全国、世界へと仲間の行動や、考え方に学ぶ事が

できるのもロータリーの大きな意義である。

ロータリアンとしての誇りや、信頼を共有し職業を啓発し奉仕の実践を学び合

う大事な機会がクラブ奉仕である。

親睦の機会に酒席であれ、ゴルフであれ、趣味の集いひとつの中に、ロータリ

アン同士で語り合うさりげない会話に重要な人生に対する思索や、職業について

のアイデアや意欲が含まれている。

職業人としての先達や若い人の素晴らしい生き様に大きな刺激を得る事にな

る。

ロータリアンのふれあいの中に人間としての多様性、高潔性、リーダーシップ

を学び、身にすることになり人生を高めることになる。

ロータリアンから刺激を受けると同時に自分も又ロータリアンとして誇りと自

信をもって能動的行動で、自らがクラブに対して風を起こすのも貴重な奉仕であ

る。

　職業奉仕と奉仕プロジェクト
職業奉仕を目的の基本とするロータリーが、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕、

クラブ奉仕との関わりについて述べてきた。

奉仕理念の基本と、これ等の奉仕概念との関わりが如何に密接なものであり、

職業奉仕との素晴らしい関連性についてロータリーはこれを追究している。

これら奉仕は奉仕プロジェクトとして総合的に、更にロータリー理念の基本と

して深く認識し当然の基盤としているのである。

国際ロータリーの手続き要覧の第一章に職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世

代奉仕、クラブ奉仕の五大奉仕はロータリーの基礎となる活動の要諦として明記

され、永遠の基本理念として鮮明に表記されている。

されば五大奉仕の遂行がロータリーの目的である事は今更論する迄もない。こ

れらを組織的に遂行する為にロータリーはロータリーの綱領（目的）をかかげて
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いる。

第一　奉仕の機会として知り合いを深めること。とあり、増強を第一の目的と

している。

第一の目的である会員の拡大、増強を達成するための基礎となる奉仕が職業奉

仕を基本とする五大奉仕の実践行動である。この奉仕プロジェクトはロータリー

の根底のアクション規範である。

奉仕プロジェクトがロータリーにとって大事な行動であることは職業奉仕のリ

ーダー的存在のロータリアンには説明する迄もなく理解されよう。

　拡大、増強部門
知り合いを広める為の有益な事業が奉仕プロジェクト五大奉仕の重要な役目で

ある。しかし組織の行動で、これら五大奉仕を直接知り合いを広める為の会員増

強に結びつける機構としては無理がある。ロータリアンが共有し、目的とする大

事な行動である拡大、増強を組織部門として強力に位置づけるのは当然の合理的

な組織形成といえる。

拡大、増強部門として、組織形成するのはロータリー綱領（目的）を遂行する

為の重要な役目であり、組織を生かし機能の効果を上げねばならない。会員増強

は単に増員のみが目的でなく、新しい人材の加入は新しい風を吹き込む事であり、

クラブの活性化の為にも重要な事業である。

盛大に開催された国際ロータリー第2730地区 2013-14年度地区大会のデイスプレー
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　公共イメージ部門
奉仕プロジェクトを基礎とするアクションを広く地域社会にロータリーの行動

として理解し、認識してもらう為にはロータリーのブランドをしっかりと情報提

供する必要がある。

ロータリーの綱領（目的）の第一である会員増強を実現する手段として公共イ

メージを高めることは、ロータリアンの行動にとって重要な事である。

ロータリアンが行動している職業奉仕を基盤に社会への有益な活動と理念が広

く社会の人々に伝わることは大切なことである。

あらゆる方法で電波、新聞等メディアを通じて社会へ伝える努力も又職業奉仕

を追究するロータリアンとして重要な行為である。

有名な商品、有名な会社、有名な経営者には優秀な能力に加えて、宣伝上手と

いう武器があると言われるゆえんである。

　職業奉仕と五大奉仕
職業奉仕を基本とするロータリーの行動が、五大奉仕に如何に関わるか、単純

な推論を行ってきた。

広く深いロータリーの理解と行動は世界122万人のロータリアンすべてにその

考え方や行動の様式が違って当然である。しかし、職業という人間の生きる為の

基本を追究する目的は一様でなければならない。

ロータリーは素晴らしい綱領（目的）をかかげていることに、思いをいたし、

この短い文章の中の大事な意味を理解し行動することは人生にとつて意義の深い

ものである。ロータリーはそれを思考し推論するにあるいは哲学的な論理など、

さまざまな理論が派生する。ここにもロータリーの多様性があり、人生を豊に生

きる含蓄がある。

　ロータリーの多様性と統一性と革新性　
国際ロータリーが（2012年9月ロータリーの友資料）約200 ヶ国34,404クラブ
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1,230,551人の大組織を有する強大なものになったのも、それぞれの国の習慣、

個性を認め、職業の多様性、論理の多様性を認めてきたからである。

国際的にもそれぞれの国の社会的にも環境は年々に変化し連動は更に深まって

いる。ロータリーが平和を目途とするゆえんである。

変化に対応する能力と決断がなければ如何なる組織も継続しない。「不易流行」

「温故知新」の古事にならい。ダーウィンの進化論による「最も大きく強い生物

が生き残ったわけではない。最も変化に対応できた生物のみが生き残ったのであ

る」の理論はロータリーのみの組織維持の問題でなく、あまねくロータリアンの

職業の遂行にとっても重要な論理である。

　ロータリーの変化
「超我の奉仕」「最も良く奉仕するものは最もよく報われる」はロータリーの基

本理念として脈々と息づいている。

しかし、組織が行動するためには、手段と考察に多様な意見が派生するのは当

然である。ロータリーは全世界のロータリークラブからの意見を集約して、ロー

タリーとしての基本理念を守りつつ議論し、手続要覧として改革をし継続を行っ

てきた。クラブにおけるクラブ会員の間にもいろいろな意見と行動があり、責任

と権利、義務をロータリアンとしての品位性、高潔性の中で解決してきていると

ころにロータリーの素晴らしさがある。

国際的な多様性をもつ単一クラブの組織が如何にしたら、国際協調を得て、円

ガバナー月信７月号の表紙を飾った 2013 年会長エレクト研修セミナーでの全体写真
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滑に運営されるか、国際ロータリーの重大な使命と課題である。

世界のロータリアンの英知を傾注して変化に対応する国際ロータリーについ

て、我々は大きな関心とその変化の目的、論理を理解しなければならない。

抵抗と反対ありきでなく、深く思索に富んだ論理を柔軟に展開すべきである。

先ず新しい提案についての洞察と改革に耳を傾けたい。

ロータリーの改革と変化はその基本理念の変化でなく、単に行動様式の変化で

あり、行動様式の変化が組織の変化と合理的組織のあり方の新構築ととらえるべ

きである。詳しい変遷については別の紙巾にゆだねたい。

　DLP.CLP＝クラブの闊達化
DLP、CLPの論議がかすまびしい。

DLPとかCLPとか、分かり難い言語の中にその混乱性があると思う。

DLPは地区組織が自立性と責任、個性を発揮しようということであり、日本語

に平たく直せば「地区ロータリー活性化計画」であり、CLPは「クラブの活性化

計画」である。

多くの抵抗論は五大奉仕部門を奉仕プロジェクトとして組織図の中に一括して

表記したことであり、五大奉仕をないがしろにしているというものである。更に

は職業奉仕の理念を低下させているというものである。一見して、又は一聞して

この様な誤解を及ぼすのは無理のないことではある。永年にわたり、馴染み親し

んできた五大奉仕を組織の形の中心に於いてきたロータリアンにとって尤もであ

ろう。

しかし先述の論拠するところの組織の変化は基本的論理が変化するものでなく

国際ロータリーが大きな知恵とパワーを発揮して練ってきた活性化と改革プラン

である。

本来クラブそれぞれがロータリーのあるいは自分のクラブについて、その闊達

化、継続性について、知恵をしぼり、行動すべき問題である。それは地区におい

ても地区の闊達化、合理化について知恵と行動をすべき問題なのである。

但し国際ロータリーのすべての地区やクラブが独自にそれぞれの行動、理論を

展開したのではロータリーの存立と継続は成り立たない。ロータリーは勇気とパ
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ワーと知恵をしぼって常によりよい方向を最大公約の方法でプランし遂行してい

るのである。

その努力を理解、協調し、組織の有意性を全クラブで更に創り上げねばならな

い。勿論現組織で優れたクラブも多くある。しかし更なる発展への行動として理

解していただきたい。

異論や更なる良い方法がある場合はクラブで意見をまとめて、3年毎に行われ

る規定審議会に提案すれば、そこで多くの賛同が得られれば改革の一助になるの

である。

3年毎に提案され開かれる規定審議会には、クラブ提出した立法案は原則地区

大会で表決して承認が必要だが、郵便投票で地区内クラブの承認を受けることも

できる。

　一人の発想と行動の大切＝多様な発想と行動の拡大
職業奉仕を標謗するリーダーは基本に自分自身が奉仕の原点を追究する。

奉仕の行動も先ずは一人で起こすかも知れない。しかし奉仕の理念の追究も行

動も、その成果の期待は自分一人ではできない。必ずスタッフが、必要であり、

取引先が必要であり、推論すればお得意様など多様な人々の関わりが必要になっ

てくる。原点は I Service かもしれない。

しかしその行動を発揮する場合は支えてくれる多くの人達の力が必要になる。

ＶＴＴ受け入れメンバーと派遣メンバーが一同に会した記念写真。地区大会にて
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多くの人の参加協力は We Service に変化する。

We Service か I Service かを論ずるは大切ではあっても、ロータリーをそこの

論理に固執するのでなく、窓を開けて広くロータリーの意義と行動を見つめるべ

きである。

論ずるとすれば自己の人生において悔いなき奉仕を貫いた自身の胸に残るも

の、それこそがアイサーブスピリットであろう。

職業奉仕が五大奉仕すべてに関わるものであることの論理を推挙していけば理

解される。

　ロータリー財団の効果性
ロータリー財団は五大奉仕のプロジェクトの活動を地区とクラブと財団が協力

して行う大事な組織であり活動です。

ロータリーが人道的奉仕活動の国際的つながりの中で行う効果的組織です。

（財団募金の主な種類）

○ポリオ・プラス基金　ポリオ撲滅に使う

○年次基金　年次毎に使う（3年目）毎年1人約1万円から1万5千円やポー

　　　　　　ルハリスフェロー等

○恒久基金　元金すべて積立　投資収益を使う

　　　　　　ベネファクターや遺贈金など

〈財団資金の主な使途〉

○資金の50％ -地区補助金（DDP）

○資金の50％ -国際補助金（WF）

ロータリー財団の働きの一部
〈全世界でポリオ撲滅活動〉

◎1985年以来、ポリオ感染数は99％減少。

◎実現すれば、天然痘に続き世界から根絶された2番目の病になります。
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◎ロータリアンは122 ヶ国、20億人以上の子供達へ接種提供の為10億ドル（約

800億）以上の資金提供と多くのボランティアの努力をしてきた。

◎ロータリーはビルゲイツ寄附の25,000万ドルに応えて2億2,500万ドルの基金

募集にも成功した。（平和と国際理解のために）

◎ロータリー平和センタープログラムで、世界7ヶ所ある平和センターで、平

和研究の分野における修士号または修了証授与を毎年110人以上行ってい

る。

◎今600人以上の元平和フェローが、世界各地の政府や組織で、重要な決定を

行う役割を担っている。

◎ロータリーの青少年交換プログラムでは、国際親善を促進するため、海外留

学の機会を毎年、115 ヶ国8,500人の高校生に提供している。

◎ロータリーは成年実業人の国際交流を通じ職業研修、VTT（GSE）などの支

援を行っている。

◎日本のロータリーは米山記念奨学会で毎年600名の留学大学生の援助をして

いる。

◎各クラブでは社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕のプログラムを実行し、ロー

タリー財団の補助金などを活用し、国内外で活動している。

ポリオ撲滅に向けた世界的な活動を行うロータリー関係者。国際ロータリーHPより
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　「落葉の　異国の丘に　クラブ振る」20年前に訪れたシドニーでの一句です。

　2014年５月28日18時30分に成田空港を飛び立つシドニー直行便は約９時間の

旅。機内食とワインとテレビを楽しむうちに睡眠。夜明けのシドニーが眼下に広

がる朝目が覚める。時差60分に時計を合わせる。

　ロータリー世界大会はいろいろの行事が重なり、大変な大イベントだ。大会会

場はかつてオリンピックが盛大に開催されたメインスタジアムの横に並ぶイベン

トスタジアムで、素晴らしい設備だ。シドニーオリンピックはマラソンで高橋尚

子が優勝したことで特に我々には記憶に残っている。

素晴らしいシドニー旅行記(国際大会)

国際ロータリー第2730地区

ガバナー　大迫　三郎
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　シドニーに到着後間もなく、シドニー発メルボルンへ約90分の飛行。オースト

ラリア最古の蒸気機関鉄道に乗車、ダンデノン丘陵の森林の中を走る。シドニー

よりやや温度が低かった。

　夜は南十字星が瞬き始める夕暮れ時、可愛らしいリトルペンギンたちのパレー

ドを見学。数万歩をいとわず毎日子供ペンギンに魚を運ぶ親ペンギンの姿は可愛

さよりもその健気な姿に胸を打たれる。いずれにしても、オーストラリアの大自

然と整備された街や道路にこの国の資源国としての豊かさを十分に感じることが

出来た。

　シドニーに再び帰り、勿論オペラハウスの見学、幸いに大ホールで演奏会の練

習を見学できたのは良い思い出であった。

　いよいよ６月１日は国際大会の開会式だ。但し、この日の日本人親善の朝食会

は６時30分から。４時30分に起こされ、朝食会場へ集い懇談。メインイベント

の大会参加は16時から第２回目の開会式だ。シドニー大会準備のために10年間
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を要したという。そのエネルギーに感謝したい。

　大会は開会宣言と歓迎の辞がマイク・ベアード、ニューサウスウェールズ州首

相や、トニー・アボット、オーストラリア首相などからあり、素晴らしい開会式

となった。私どもが願ってもなかなか観ることのない世界中で大人気の「Human 

Nature」。男性４人組みの美しい音色の歌とダンスは全会場を魅了した。オース

トラリア出身ながらなかなか自国での演奏は出来ないくらい、世界各地で演奏を

されているとのこと。スタンディングオベーションで会場が一体となり、手拍子

やダンスで会場は興奮に包まれた。

　分科会の中で興味を引いたのは、「職業奉仕のベストプラクティス」で、職業

奉仕の意味と職業奉仕の地域社会との実用的な推進についてのパネリストによる

話である。人道的奉仕の専門知識、職業分類の多様化、職業倫理の実践など、職

業奉仕についての分科会は有意義であった。最後に、ロンＤ.バートン会長のス

ピーチである。国際協議会やパンフレットで記憶にある内容がまた蘇った。

　一番最後のプログラムは参加した世界の各国の国旗の入場、会場中央に両側か

ら入場、整列、大拍手、歓声の中、再び舞台中央に順次登場する。勿論中央の大

スクリーンに映し出されると、自国のロータリアンは更に大きな拍手。改めて世

界からのロータリー参加に深く感動した。
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　オーストラリア一の吹奏楽団の鮮やかな演奏と、素晴らしい曲もまた一段と会

場を興奮させた。ロータリー理論云々の理屈を超えた素晴らしい雰囲気はロータ

リアンならではの得難い経験だと思う。ロータリアンとしてのうれしさ、楽しさ

を心身で体験する至高のものだと思う。

　さて、来年はブラジル、サンパウロである。体調を整えてロータリーを実践し、

元気に参加したいと思う。尽きない国際大会の思い出のハイライトのみを記する

ことになった。（国際大会の記録や写真は別の機会に報告します）

　参加者人数ベストファイブと全参加人数

　　　オーストラリア　　　4,311人

　　　アメリカ　　　　　　3,381人

　　　日本　　　　　　　　2,370人

　　　ナイジェリア　　　　2,370人

　　　台湾　　　　　　　　1,465人

　　　総計　　　　　　　 22,578人

　　　　　　　（リスボンより約3,050人減）
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ロータリー財団

　右ページに財団部門長の赤塚様より労いのお手紙を戴きましたので掲載させ

て頂きました。赤塚様におかれましては財団部門における活動に獅子奮迅のご

活躍であられました。改めて御礼申し上げます。また、その他の財団部門委員

長の皆様も一年間誠にご苦労様でした。皆様の本年度のご功績を称えますと共

に、財団部門の重要性を再認識させて頂いた事に感謝申し上げ、2013-2014年

度ガバナー月信からの財団通信の締めとさせて頂きます。

　赤塚部門長を始め各委員長の皆様、誠にありがとうございました。

　約一年間、皆様より深い寛容とご理解、ご協力を
戴き、なんとか最終号をお届けするに至りました。
ありがとうございました。
　私の原稿取扱いの誤りや、確認漏れなどで、欠落
や誤植が発生し、関係各位の皆様を始め、大迫ガバ
ナーや千葉委員長に大変ご迷惑をお掛けしました。
申し訳ありませんでした。謹んでお詫び致します。
　私としましてはお陰様で、ロータリー活動につい
て見識と理解を深める事ができ、また、これがご縁
でＥ-クラブ〈2730Japan Current〉にメンバーと
して参加させて頂くこととなりました。これからは、
一ロータリアンとして日々精進して参ります。約一
年、月信編纂に携わらせ頂き、誠にありがとうござ
いました。

編　集　後　記

　国際ロータリー 2730地区の会員各位の皆様

の御指導、御協力に支えられながら、この一年

夢のようにすぎてゆきました。

　あれもこれもと考えた割にはいろんな面で御

指摘をいただいたり、クレームがあったりいた

しましたが、やはり女のやること…と一笑され

ロータリアンの大きな心でおゆるしくだされば

幸いです。宮本君には御苦労をかけましたが、

二人共、ロータリーをいちから勉強した一年で

した。

　ありがとうございました。　

月信編集員 宮本健児月信編集委員長 千葉百合子

日向ＲＣより

出席率の訂正について

会長 日高秀和

日向ロータリークラブ

　当クラブ出席率につきまして、右記の様に
大きく誤っておりました。申し訳ごぎいませ
ん。正しいと思われる数値は右の通りでごぎ
います。
　今後は再発防止に努める所存です。
　ご報告が大変遅れましたこととあわせ、深
くお詫び申し上げます。

７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
４月

78.57％
77.55％
74.51％
71.15％
61.22％
67.30％
86.55％
75.38％
67.53％
68.85％

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

78.57％
77.94％
74.51％
71.15％
61.22％
67.31％
86.54％
75.38％
67.50％
73.78％

（増減なし）
（0.39％増）
（増減なし）
（増減なし）
（増減なし）
（0.01％増）
（0.01％減）
（増減なし）
（0.03％減）
（4.93％増）
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