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「人類に奉仕するロータリー」

2016-17年度 RI会長／ジョン・ジャーム　　RI.D2590ガバナー／高 良 　 明 　　横浜旭RC会長／青木　邦弘

Rotary  Serving  Humanity  

横浜旭ロータリークラブ

旭区民まつりにて宮城復興米販売 第５回チャリティーコンサート 被災地の子ども達にクリスマスプレゼント

事務所

例会場

例会日

横浜市旭区二俣川1-2後藤ビル2F／〒241-0821

TEL.045-365-3273／FAX.045-365-3132

E-mail:asahirc@titan.ocn.ne.jp

横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル

（㈱岡田屋３階会議室）

毎週水曜日／12時30分～１時30分

■会長報告
　11 月はロータリー財団月間です。

　財団について簡単に案内させていただきま

す。1917 年当時の会長アーチ・クランフが米

国アトランタの大会で、「ロータリーが基金を

つくり、世界的な規模で慈善、教育、その他、

社会奉仕の分野で、何かよいことをしようで

はないか」と提案しました。この基金はカン

ザス・シティー RC から 26 ドル 50 セントの最

初の寄付を受け取りました。

　この基金がロータリー財団へ発展しました。

最初の補助金は 1930 年代の大恐慌のとき、身

体障害児童保護国際協会に 500 ドルを送りま

した。1947 年ポール・ハリスが亡くなり、財

団は、ポール・ハリス記念基金を設け、寄付

をお願いしたところ 130 万ドル以上の寄付が

寄せられました。

　最初の財団プログラムは 1947 年米国、ベル

ギー、英国、フランス、メキシコ、中国の 18

人の国際親善留学生でした。

　今年は財団 100 周年に当たります。旭ロー

タリーでは、中国、韓国の米山奨学生は嫌だが、

財団ならとのことで、米山の寄付金も含めて

財団に寄付された方がおられました。また逆

もあります。ロータリアンは「財団・米山は

義務の様なもので支援するのが当然だ」と先

輩から言われたことがあります。

　今日は第 2590 地区高良ガバナーをお迎えし

ての例会です。よろしくお願いします。

■司　　会　ＳＡＡ  安藤　公一

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
鈴木

■ビジター
高良　　明様（第 2590 地区ガバナー、川崎西 RC）

久米　真浩様（第 2590 地区第５Gガバナー補佐）

鈴木　克明様（第 2590 地区副幹事、川崎西 RC）

■ 11 月誕生記念祝

安藤　公一会員　　　　11.4

青木　邦弘会員　　　　11.21

本山　雄三会員　　　　11.24

本日の出席数        24 名

本日の出席率  　   96％ 修正出席率     　  100％

会 員 数 　 　 　   31 名
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くお願い致します。

田川　富男／①高良ガバナー、久米ガバナー

補佐、鈴木地区副幹事様、旭 RC にようこそ。

② 12/17 のクリスマス会にはふるってのご参

加、宜しくお願い致します。

市川　慎二／高良明ガバナー、本日はお忙し

い中、お越し頂き有難うございます。ご指導

宜しくお願い致します。久米ガバナー補佐、

鈴木地区副幹事をお迎えして。

本山　雄三／誕生日のお祝い、有難うござい

ました。

太田　勝典／高良ガバナーようこそ。

今野　丁三／ガバナー公式訪問、よろしくご

指導のほどお願い致します。今日は週報当番

でガバナーに一番近い席となりました。幸運！

二宮麻理子／高良ガバナーようこそいらっ

しゃいました。

後藤　英則／高良ガバナーようこそ。

五十嵐　正／高良ガバナー、久米ガバナー補

佐、鈴木地区副幹事をお迎えして。本日は宜

しくお願いします。

倉本　宏昭／高良ガバナーをお迎えして。本

日はよろしくお願いします。

大川　伸一／高良ガバナー様、ようこそおい

でいただきました。有難うございます。卓話

をよろしくお願いいたします。

関口　友宏／高良ガバナー、久米ガバナー補

佐、鈴木地区副幹事をお迎えして。ご指導よ

ろしくお願いします。

安藤　公一／①高良ガバナー、久米ガバナー

補佐、鈴木地区副幹事様ようこそ。本日は宜

しくお願いします。②誕生日祝いをいただき

有難うございます。③ 11/5 ㈯ 14 時 30 分より

秩父宮において、ラグビー日本代表がアルゼ

ンチン代表とテストマッチを行います。地上

波でも放送されますので応援宜しくお願いし

ます。

新川　　尚／高良ガバナー、本日は宜しくお

願いします。

佐藤　利明／高良ガバナー、久米ガバナー補

佐、ご苦労様です。ご指導よろしくお願いし

ます。

兵藤　哲夫／①高良ガバナーようこそ。②二

宮さんの読売新聞記事に感動、たいしたもの

だ！

吉原　則光／ガバナー高良様、ご多用のとこ
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■横浜マニラ友好委員会、二宮登会員の活躍

　読売新聞抜粋 : 二宮さんは凄い！！
　　　　　　　我がクラブの誉です。　兵藤会員より　

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

高良　明様 ( 第 2590 地区ガバナー ) ／本年度

ガバナーを拝命しました川崎西 RC の高良で

す。どうぞよろしくお願い致します。横浜旭

RC の益々の発展と皆様のご健勝を心よりお祈

り致します。

久米真浩様 ( 第 2590 地区ガバナー補佐・新横

浜 RC) ／横浜旭 RC の高良明ガバナー公式訪問

に際し貴クラブのますますのご発展を祈念申

し上げます。

鈴木克明様 ( 川崎西 RC) ／高良ガバナーのお

供で参りました。今年度ガバナー月信を担当

しております。ガバナー月信の毎月の表紙の

絵はガバナーが描かれたものです。

青木　邦弘／①高良明ガバナー、久米真浩第

５グループガバナー補佐、鈴木克明地区副幹

事ようこそ。今日はよろしくお願い致します。

②誕生祝いをいただきました。

北澤　正浩／高良明ガバナー、久米真浩ガバ

ナー補佐、鈴木克明地区副幹事、ようこそい

らっしゃいました。本日はよろしくお願い致

します。

滝澤　　亮／高良ガバナー、久米ガバナー補

佐、鈴木地区副幹事ようこそ。本日はよろし
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ろ有り難うございます。ご指導ご教示をよろ

しくお願いします。

二宮　　登／①ガバナーをお迎えして。②ドゥ

テルテ大統領歓迎昼食会で政府関係者に、来

年３月マニラ大聖堂で日比合同世界平和記念

ミサの計画を伝えた。

増田嘉一郎／ガバナーをお迎えして。

■卓話「人生の意義と地区方針」
　　　　　　　　　　 ガバナー　高良　明様

　略歴

  1948 年生、公認会計士

　1984 年ロータリー入会

　2006 年度会長

　2015 － 16 年度地区危機管理委員

　　財団メジャードナー、ベネファクター、

　　ポールソサエティー会員

　　米山功労者メジャードナー

　ご紹介頂きました本年度ガバナーを拝命い

たしました川崎西 RC の高良と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。

　皆様には日頃より大変お世話になり、あり

がとうございます。

○人生の幸福とは ( 人生の意義について )
１）生きる意味

　「生を明らめ死を明むるは、仏家一大事の因

縁なり」(「修証義」道元禅師 1200-53)

　人間はこの世に生まれた以上、必ずやいつ

か死ぬものですが、避けることのできない厳

粛な死を見つめることによって、はじめて生

きる意味を理解し、幸福の人生を送れるもの

です。人生は苦の連続とも言えますが、その

中にこそ真の生きる意味があります。

　ナチスドイツによる強制収容所での 800 万

人ともいわれる組織的集団虐殺 ( アウシュ

ビッツ収容所だけで 300 万人 ) の体験記録を

まとめた、精神科医のユダヤ人ヴィクトール・

E・フランクルの「夜と霧」を読むと、内面的

拠り所、希望とか生きる意味、勇気、愛、奉

仕を失った人聞は、皆崩壊していった、と記

されています。

２）幸福の四角形

　人間は古今東西、生ある限り幸福を求めて

やまない動物ですが、それでは一体何が幸福

と言えるのでしょうか ?

　病気の人にとっては「健康」であることが、

愛情から見放されている人にとっては「愛情」

に充ちることが、財の乏しい人にとっては「財

産」があることが、夢を求めている人にとっ

ては「自己実現」を叶えることが幸せである

と言えるでしょう。

　人間は欠乏しているものを求める欲求本能

がある動物だからです。アメリカのある心理

学者が、「幸福」とは何かについて大勢の方を

対象にアンケート調査をしたところ、次の四

つに分類できたそうです。

① 健康

② 愛情

③ 富

④ 自己実現 (自己表現 )

　この四つのカテゴリーがバランスよく伸び

ている状態が「幸福」と定義しました。また

古代ギリシャの大哲学者アリストテレスは、

「善」をもって「万物の希求するところ」として、

「善く生きる」ことが幸福にほかならないとし

ました。アリストテレスは、「幸福」とは人間

固有の卓越した能力や徳をもって善く働いて

いる (奉仕 )状態と考えたようです。

　決議 23-34 においては、「奉仕の理論が職業

および人生における成功と幸福の真の基礎」

であると謳っています。このように人や組織

によって幸福の定義は異なりますが、大いに

人間関係や職業 ( 仕事 ) に関係があるものと

思います。

○職業の意味と職業奉仕
　それでは織業や仕事とか言われるものは、

どのような意味や価値があるのでしょうか ?

　解雇された人の幸福度は、失業給付を高額

にしても回復しないと言われ、英国の経済紙

「エコノミック・ジャーナル」の 13 万人を対

象とした追跡調査では、「人生の出来事のうち、

幸せに最も影響するのは長期にわたる失業状

態であり、１年以上の失業が続いた人の幸福

度は元に戻らない」と報告されています。そ
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れほど人間にとって仕事は重要な人生問題で

あり、善く生きるか否か大きな課題です。

１)職業 (仕事 )の意味と価値

　職業 ( 仕事 ) の捉え方はさまざまですが、

次の四つのカテゴリーに分類できます。

①生計維持のため

　(資命…命をたすける )

②自己実現のため

　(志命…自己の望みを全うするため )

③組織維持のため

　(支命…組織の維持存続のため )

④社会奉仕 (貢献 )のため

　(使命…-天職として )

　このように「職業」( 仕事 ) そのものに、

自己への奉仕、他人への奉仕、社会への奉仕

という奉仕の意味が内包しています。

２）ロータリーの目的と職業奉仕

　「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」

にあるわけで、これをロータリーの目的とし

てロータリー運動が展開されてきたわけです。

職業奉仕がロータリーの金看板と言われる所

以です。

　1989 年の規定審議会における「職業宣言」

において、「職業は奉仕の一つの機会」として

規定されており、職業奉仕とは、職業を通じ

て自己をも含めて、社会や他人のためになる

ことと定義できそうです。

　「 職 業 奉 仕 」 は 原 語 で は、「Vocational 

Service」でありますが、これは先に述べた天

職、使命に基づいた職業の意味で、職責を尽

くし、社会のためになる事業を営むことが大

切であることを物語っています。

　渋沢栄一 (1840-1931) は、幕末から明治

に生きた方で、株式会社 500 社、非営利企業

600 社ほどを立ち上げた日本近代資本主義の

創始者です。「ビジネスは倫理に基づく限り、

決して卑しいものではない」として「道徳経

済合一説」「論語算盤説」を説きました。

　様々な農政改革をした二宮金二郎（1787-

1856) は、「道徳なき経済は犯罪であり、経済

なき道徳は寝言である」と言っています。

　松下幸之助さん (1894-1989) は、尋常小

学校を中退し、満 9 歳で大阪船場に丁稚奉公

をして、商いの基本を学んで、ナショナルブ

ランド世界の総合電機メーカー松下電器産業

( 現在はパナソニック ) を創り上げた経営の

神様と言われた方です。

　「営利と社会正義の調和に念慮し国家産業の

発達を図り社会生活の改善と向上を期す」と

綱領に語い、「商売は世の為、人の為の奉仕に

して、利益はその当然の報酬なり」と強調し

ております。シェルドンの「最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられる」というロータリー

の実践倫理の哲学と似ている言葉です。いず

れも職業奉仕を全うされた方だと思います。

○地区方針
　今年度 RI 会長ジョン・ジャームさんは、

「人類に奉仕するロータリー」

(Rotary Serving Humanity) と RI テーマを掲

げました。このテーマは、ロータリーそのも

のの普遍的なテーマといってよいでしょう。 

　Humanity という言葉には、

① 人類

② 人間性

③ 思いやり

　といった意味がありますので、「思いやりを

持って人に接し、自分自身の人間性 (高潔性 )

を高め、人類に奉仕する」こととなり、まさ

にロータリー運動そのものの本質といえます。

　私は、これを受けて地区方針を「クラブの

魅力創りと活性化」といたしました。

　魅力創りには、

①ロータリーの目的や意義、使命を理解する

こと (Mission)。

　目的や意義、使命を理解せずして、善き生

きることはできません。人生の意味を理解せ

ず充実した幸福な人生を送ることはできない

のです。

②会員、人を尊重し大切にすること

(Member、組織は人なり )。

　心理学者のアドラーは、すべての悩みは「人

間関係」であると言っているように、人聞は

一人では生きていくことはできず、対人関係

を抜きにしては人生を語ることはできないの

です。

③クラブ運営をしっかり適切に行うこと

(Management)。

　人生や組織をより良く効果的に運営するこ

とがビジョンや目標達成への必要なことです。

組織の魅力創りには、少なくともこの３つの

Mが必要です。
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　しかしながら、皆さんご承知の通り、この

４月の規定審議会において、ロータリーの方

針の見直しが行われ、クラブ運営に大幅な変

更、いうなれば「柔軟性」を認める決定が下

されました。

　入会金、例会運営、出席要件、会員種類等、

大変重要な変更がなされました。クラブ細則

を変更して独自なクラブ運営ができるという、

大変自由な柔軟性のある規定に変更されたわ

けです。したがって不易と流行、統一性と独

自性や多様性をどのようにバランスをとるか、

クラブの真価が問われることとなりました。

どうか十分お考えいただき、見識のある適切

なご判断をお願いしたいと思います。

○具体的な地区方針に基づく戦略
　本年度は、ロータリー財団の父と呼ばれる

６人目の RI 会長、アーチ・クランフが、1917

年アトランタ国際大会で「ロータリーの基金

をつくり、全世界的な規模で慈善、教育、そ

の他社会奉仕の分野で、何かよいことをしよ

う」と呼びかけて 100 年となります。この記

念すべき年度におきまして、地区では R 財団

100 周年記念委員会を設け、岡本 PG に委員長

をお願いいたしました。地区大会をはじめ、

様々なイベントにおいて、R 財団 100 周年を

祝ってまいりますので、ご協力のほどお願い

いたします。

　また「ロータリー財団 100 周年を祝おう !」

ということで、日本ロータリー学友会主催に

て、この 11 月 27 日㈰ジョン・ジャーム R1 会

長を迎えて、「ロータリー財団 100 周年シンポ

ジウム」が JP タワーホールにて開催されます。

多数のご参加をお願いいたします。詳細は追っ

てご連絡いたします。

①今年度の IM を地区全体統合して、職業奉仕

を中心とした「経営大講演会」を来年 4 月 22

日㈯神奈川県民ホールで実施いたします。委

員長に箕田直前ガバナーになって頂き、横浜

商工会議所及び川崎商工会議所のご支援も頂

くことになっております。

　企業が永続する条件など職業奉仕、経営の

あり方を中心に講演やシンポジウムを開催す

る予定でございます。ロータリアンはもとよ

り一般事業者の方もお呼びして、ロータリー

のことを少しでも分かって頂き、ロータリー

財団 100 周年を記念し、また広報・公共イメー

ジ向上につなげたく思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

②地区社会奉仕委員会、広報・公共イメージ

向上委員会が中心になり、身障者にも参力頂

いて、来年の２月頃に「チャリティマラソン

大会」をロータリー財団 100 周年記念の一環

として、大野 PG の委員長のもとに実施する予

定です。

③ 11 月 11 日、12 日の２日間にわたり「地区

大会」をパシフィコ横浜会議センターで執り

行います。１グループ２クラブの奉仕活動事

例発表やクラブブースを設け、クラブ参加型

の地区大会にしてまいりますので、よろしく

ご協力のほどお願いいたします。

④地区内クラブの活性化の一助として、「卓話

バンク」を設けました。登録者は現在 35 名ほ

どですが、横浜旭 RC にも大勢卓話者としてご

登録頂きますようご協力のほどお願いいたし

ます。

⑤クラブ会長のご協力を頂いて、「クラブの活

動状況調査」を作成いたしました。会長中心

に将来のビジョンを設定され、戦略計画を立

てるべく、ご活用頂きたくお願いいたします。

⑥地区は会員減少が著しく、会員増強は喫緊

の課題です。会員増強の目的は、

・多様性のある友人をつくる

・「奉仕の理念が人間の幸福と世界の平和に　

　つながる」ことを知ってもらう

・きめ細かい価値ある奉仕活動を行う

・クラブの存続

　前年度は二つのクラブが消滅してしまいま

した。大変残念です。どうか会員増強の趣旨・

目的をよくご理解いただき、青木邦弘会長の

下、皆さんがロータリーの伝道師になって頂

き、「クラブの魅力創りと活性化」を果たすべ

く、会員増強にご尽力頂きたくお願いいたし

ます。

　最後になりますが、横浜旭 RC の益々のご発

展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げ、

卓話を閉じたいと思います。ありがとうござ

いました。

■次週の卓話　　
11/16 ㈬ R 財団フォーラム

　　　　　朝倉　春菜様

　　　　　（2015-16 年度 R財団奨学生）

　　　　　　　　  　週報担当　今野　丁三
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平 成 2 8 年 度 ９ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％

14日

％
98.11

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

大　川　伸　一

26
25

7日

　96.15　

26
25 96.15

27
26 96.30

27
26 96.30

100

100

 100

 100

  75

  75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

25

0

25

0

0

25

25

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

100

100

 125

 100

 100

   75

100

125

125

100

100

100

100

125

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

75

100

80

100

100

67

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

33

75

100

100

100

100

100

100

80

100

100

100

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

25
24 96

25
25

100

21日

－出席規定免除－

28日

％

％

27
26 96.30

27
27

100

   


