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ガバナー 饉引ヨ

19世紀後半から20世紀の初頭にはアメ

リカンドリームの爛熟期を迎え、大成功し

た少数の資本家がはばをきかせ、同業者

は全て蹴落とすべき敵対者であると考え

られていました。ビジネスマンは誰もが一

挫千金を夢見るような状態で殺伐とした

環境であり、「友情・友好口友愛」などがと

ても生まれるような環境ではあ|り ませんで

した。その中で同じ価値観を持ち、異彙

種で共にすべてを幅り合える真の仲間の

集まりとして口…タリークラブがシカゴで

1905年発足したのです。

そして、本年度100周年を迎えます。ポー

ル・ハリスが最初に始めた時の原則は相

互扶助であります。その後シカゴ市に公

衆便所を寄贈しこれが最初の社会奉仕

となりました。しかしこの事が親睦派と奉

仕派の対立を生み、また相互扶助即ち物

質的な利益から精神的な職業倫理の必

要性が議論されるようになタリました。職業

奉仕の考え方から1lヶ条道徳律採択が

されましたが、ここで行動派と理論派の大

論争を迎え、決議23…34が採択されて論

争に終止符が打たれます。創立から18年

目、ロータリーの基本理念が定まったわけ

です。その時代時代に対応しながら努力

し困難を乗り越え、ロータリーは発展し続

けて現在に至ってお|り ます。現在日―タリー

は世界的に会員の減少という困難があり

りますが、121万 人を擁する、世界に誇れ

る、特色ある巨大な奉仕の団体といえる

と思います。

さて本年度のロータリーのテーマとRI会

長強調事項について説明申し上げます。

テーマは“Co:obrato Rotary
1 00yoarsロータリーを祝おう"です。

Celebrateと祝うを辞書で引くと、「めでた

い出来事を祝賀する」「心身を清浄にし

て無事安全を祈り神を祭る」とあります。

英語でも日本語でもだいたい同じ意味です。

「祝う」といって、酒を飲みバンザイするわ

けでなく、どちらかというと「言己念する」とい

う意味に位置付けたらどうかと考えます。「記

念する」を辞書で引くと「過去の出来事
への思いを新たにして何かをする事」とあ

ります。会社とか学校の創立記念日と同

じで「過去を振り返り創業を称え成功を

喜び、苦しんだ時の事を良い経験として

現在にベストを尽くし未来を志向する」事

ではないかと思います。
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RI会長の強調事項で特に大切な項目の

み申し上げます。

100周 年に当り

①双子プログラムプロジェクト

②100周年社会奉仕

の推進。これを当地区に当てはめると「ツ

イン(双子)プログラムプロジェクト」はシ

スタークラブとWCSを一緒に行い出来れ

ばマッチング0グラントを貰って行動する

事であります。また社会奉仕とは、100周

年に当たリイ可か各クラブでクラブにあった

行事を行う、つまりお金があれば金をかけ

るプロジェクトを行うのも良いし、お金がな

ければ汗水たらす奉仕を行ったらどうかと

いう事だと考えます。また2005年 2月 23

日を含む週には各クラブとも印象に残る

例会を行っていただきたいと思います。

次に当年度の目標として

①融字率の向上

②ロータリ…の家族

③保健

④水

が上げられました。

②のロータリーの家族は本年度も強調事

項になっていますが、自分の家族は勿論

のこと、ロータリーを辞めた方、またtく な

られた方の家族の方々を大切にして関係

を続けようという意味です。週末は特に夫

を回―タリーに取られていると感じておら

れる御夫人方が案外多いのではないかと

思います。是非奥さんや子供達も親睦会

や奉仕に巻き込んで一緒に行動しましょう。

ロータリーは家族の応援も基本であ|り まし

ょう。また財団学友をはじめローターアクト、

インターアクト及びGSEのOB(アルムニ会 )

の活動もロータリーの家族を巻き込んだ

ものといえましょう。

次に継続目標ですが、

①ポリオ・プラス

②会員の増強

③財団への支援

があります。

①ポリオ・プラスは本年度は撲減を証

明する年となっており、1985年から

20億 人の子供に経ロワクチンを投

与し、ここまでやってきた全世界のロ

ータリアンに感謝したいと思います。

②会員の増強は皆様が毎日感じてい

る通 |り です。この難しい時期こそ努

力してそれぞれのクラブで、クラブに

あった人柄の方を探し、入会してもら

う事が必要と考えます。

③財団への支援は本年度から地区年

次寄付の目標が各クラブの目標の

集計という「ボトムアップ」で決まる

事となりました。

◎その他、職業の倫理についてRI会

長エレクトとして触れられましたが、RI

会長エレクト自身が国際協議会で触

れたのは初めての事とお聞きしてお

ります。

次吸笙週壁Ш
=左

針です。

先程説明しました様に      同

年生翼鵬出遂⊇」です。
1.地区としてクラブとしてloO周 年配

念のプロジェクトを行い、100年の奉

仕の歩みを大いに称えましょう。

予算に合った地域に密着した社会奉仕、

クラブ奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、国際

奉仕、ロータリー財団等、何でも良いです

から奉仕によリマスコミも巻き込んでロー

タリーの名を広めましょう。クラブで周年

創立記念祝賀会があれば100周 年記念

と一緒にされてはどうでしょうか。また記念

すべき2005年 6月 の百周年シカゴ国際
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大会には各クラブで誘い合わせ家族共々

多数で出席しましょう。きっと一生に残る

メモリーとなることでしょう。

2.ロ ータリー100年の歴史とロータ

リーの原理 を学ぼう―未来に自

信を持とう

100周 年にロータリアンとして在籍してい

る事はまことにラッキーな方々だと言える

と思います。この際、歴史と原理を勉強し

てみてはどうでしょうか。きっとロータリーに

ついて自信喪失しているロータリアンも、

未来に自信が出来ると確信します。

3.変えてはいけないロータリ…、変えな

くてはいけないロータリー

2.を 実行する事によりロータリーの原点

に戻って現代に合った変革が考えられ、

それを実行したらよいと考えます。皆様の

クラブも例年通りの奉仕を単に継続する

のではなく、何か新しい事、変わった事を

やって頂いてはどうでしょうか。

4.金のかからぬロータリー、汗水たら

す口…タリー

経済不況で会員減少の折から地区・クラ

ブとも運営費・活動費の圧縮は止むを得

ないと考えます。

5.「わいわい、ガヤガヤ」
クラブが主役です。入会したい、皆と一緒

に居たい、家族を巻き込んだ楽しい特色

あるクラブであるよう努めたいものです。

最後にGE就任以来絶えず温かい友情で

御支援を下さいました多数の地区ロータ

リアンの皆様に心より感謝申し上げます。

引き続き任務完了まで御支援下さいます

様お願い申し上げます。
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