
■ソング：手に手つないで

スマイルボックス

■特別スマイル

・たけの子ゴルフコンペで大雨の中優勝しました。

（佐々木秀明）

・7月21日三原ＲＣ公式訪問に新幹線の不通で岡田

ガバナーが三原へ来られなくなり、本庄補佐が

ガバナー代理を務め、無事公式訪問が済みまし

た。本庄さん大変ご苦労様でした。ハプニング

はいつ起きるか改めて感じました。（市川重雄）

クライングボックス

・7月21日Ｇ9初の三原ＲＣ公式訪問岡田ガバナー

は100年に1度の集中豪雨の影響で三原に到着す

ることができませんでした。 （本庄純夫）

・7月21日豪雨の中、横浜の友人の見舞いに行って

帰り尾道駅で3時間新幹線の中で缶詰になりまし

た。 （原田一平）

幹 事 報 告 幹事 梶谷 寛康

・ロータリーレート8月より1＄94円（現行98円）

・地区指導者育成セミナー開催案内

日時 8月23日（日） ガバナー 岡田幹矢

場所 ホテルグランヴィア広島

・広島県防犯連合会賛助会費納入依頼

・ダメ・ゼッタイ 国連支援募金依頼

会 長 の 時 間 会長 中川 康子

今週は大きなニュースが次々とありました。

21日には衆議院解散、同じ日、活発な梅雨前線の

影響で山口県防府市では土石流が相次いで発生し、

特別養護老人ホームを直撃しました。死者、行方

不明者がでて大変悲しい事故です。又22日には日

本で見られるのは46年ぶりという皆既日食、この

現象を見た人々の感動と喜びで幸せそうな顔。こ

の二つの自然現象の裏表を見た時、自然の力の底

知れないものを今更知らされた思いで一杯でした。

特に土石流に遭われた特別養護老人ホームの高齢

者職員の方々の事、同じ立場にある私にとって何

とお見舞いを言ってよいのか言葉が見つかりませ

んでした。ただただ行方不明の方々一日も早く発

見されることを、亡くなった方々の御冥福をお祈

りするばかりでございます。

卓 話

『新ロータリー年度がスタート』

会員 藤中 保

2009～2010年度のジョン・

ケニーＲＩ会長は新年度の

ＲＩテーマを「ロータリー

の未来はあなたの手の中に」

と定め、また2710地区の岡

田ガバナーはその信条とし

て「ロータリーにはまろう」

と呼びかけ、更に当クラブ中川会長は、クラブの

運営方針として「クラブの活性化を図るため会員

各自がロータリーの現状をよく理解し、意識を喚

起してロータリーの原点に返りクラブの充実発展

に努めよう。特に会員増強と会員の研修は当面の

急務と思はれることから、最優先事項として取り

組み、あわせて四大奉仕部門の充実に配意しよう。」

と定めて、いよいよ新ロータリー年度がスタート

しました。
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先ず、ジョン・ケニー会長は今年のテーマを選ん

だ理由として、「私の目標のひとつにロータリー

をロータリアンに返したいということがあります。

それは単純なことです。21世紀において、そして

この先のロータリーの発展は、個々のロータリア

ンが行う奉仕にゆだねられています。

ほかでもない、私たち一人ひとりにかかっている

のです。同様に個々のクラブがロータリーを固め

ていくものだと信じています。もしクラブが何も

しなければ、何も起こらないのです。私はロータ

リアンを信頼しています。この組織の最大の資産

は会員です。私たちには地域社会や国際的な奉仕

をする責任や、ビジネスのリーダーを会員に迎え

ることによってクラブの能力を伸ばしていく責任

があります。また、私生活に於いても倫理的に振

る舞い、クラブや地域社会でもリーダーとして行

動することが私たち一人ひとりの責任として求め

られています。」と述べておられます。

次に、岡田ガバナーはその信条「ロータリーには

まろう」の設定にあたり、「その心はロータリー

をもっと知ろう、ロータリーをもっと味わおう、

ロータリーにもっと入れ込もう、」にあると述べ

ておられます。そしてまた、ロータリー活動の活

性化と進歩を引き出すため、より深くロータリー

の根本理念を理解し、参加することが楽しくなる

ようなロータリー活動を実践して、自分の仕事の

質の向上と倫理ある行動を学び努力するよう要請

しておられます。

当クラブ中川会長もまたこれらのテーマ、信条の

流や方向性を受けてクラブの活性化を念頭におき、

会員増強と会員研修の充実を中軸に据えたクラブ

運営方針を打ち出されました。このようにＲＩ、

地区及びクラブ各レベルの本年度のロータリー活

動目標によって、本年度ロータリーが進むべき基

本的方向性は定まったわけであります。

要約してみると、これからのロータリーの発展は、

ロータリアン個々の意欲と行動力（実践力）に期

待されるところが多く、またクラブの責任も非常

に大きくなり、個々のロータリークラブがロータ

リーを固めていくべきであるといわれるように、

クラブにはもっと大きな主体性と独自性が求めら

れると思われます。それに応えるためには我々は

どのように取り組めばよいのかをよく考えなけれ

ばなりません。

話は変わりますが、本年1月18日から24日までサン

ディエゴで開催された2009年国際協議会のリポー

トを拝見しますと、同協議会で元ＲＩ会長（1996

～97年）ルイス・ビセンテ・ジアイ氏（アルゼン

チン出身）が「リーダーシップ」と題する講演を

しておられます。その中でジアイ氏は、「はじめ

に、ロータリーにおけるリーダーシップは他のい

かなるリーダーシップとも異なることを理解して

いただきたい。他の団体やグループでは誰かが指

令を出して、皆がそれに従う。これは縦型のリー

ダーシップと呼ばれるものである。一方ロータリー

では全員がボランティアであるから皆が同じ船に

乗っているようなものである。これは横型のリー

ダーシップと呼ばれるものである。私たちが他の

団体と違うのは他者へ奉仕しようという意思があ

ることである。それは意欲のたまものであり、人々

を前進させる原動力になっている。意欲は内なる

炎である。世界を動かしているのは意欲にあふれ

る人々、情熱に満ち満ちた人々、強い目的意識を

持った人又はゆるぎない信念を持った人々である。

だからこそ、私たちはロータリアンを大切にしな

ければならない。彼らこそ、ロータリーを突き動

かす力、人道的な動力なのである。組織を1つにま

とめる接着剤であり、ロータリーの発展と奉仕の

鍵を握る存在である。」と述べ、ロータリーのリー

ダーは上から指示をするのではなく、個々をまと

める接着剤であることを示唆した。

続いて、ジアイ氏は、日本の新幹線を例に出して

チームワークに触れ、「ここで重要なのがチーム

ワークである。ロータリーのこれからの成功と発

展を実現するために、皆さんがなすべきことは何

か。未来は皆さんの手の中にある。全員が真の職

業倫理を理解したチームを作ることである。ここ

で皆さんに紹介し地区で実践していただきたいの

が“新幹線”のようなチームである」と述べた。

そして新幹線について「新幹線は日本で開発され

た当時、他に匹敵するもののない速さで世界を圧

倒し、一躍有名になった高速鉄道である。新幹線

の速さの秘密は、各車両に取り付けられた小さな

エンジンである。これらを合わせた動力が何より

も速く、効率的に、瞬時にスピードを出すのであ

る。個々のモーターの力をあわせて一斉に電車全

体を動かすのが新幹線効果である。ロータリーが

各車両にエンジンを備えた大きな列車であると想

像してみよう。皆さんの課題は、全ロータリアン

が団結して新幹線になること。つまりチームワー

クを意識して、よりよい奉仕を行っていくことで

ある。

一人は皆のために、皆は一人のために働く新幹線。

私たちの活動に意味をもたせ、創造的な奉仕を行

う新幹線。ロータリーに必要とされているこの新

幹線効果を実践できればロータリーの未来はより

明るいものになる。個々の小さな力がチームワー

クにより、大きな力に変えられることを強調し、

新幹線効果という言葉を何度も繰り返されたよう

である。この講演は、ケニー会長の思い「ロータ

リーの未来はあなたの手の中に」を表したものと

いわれています。

我々の日常生活に馴染み深い新幹線がロータリー

の国際会議で、しかも元ＲＩ会長によってこのよ

うな重要な話題に取り上げられたことは、我々日

本のロータリアンとして一種の喜びを覚えるとと

もに大変有難く、また、ロータリーに特別に身近

な思いを感じるような気がします。新年度におい

て示されたロータリーのテーマや基本的な方針や

方向性について、ロータリアンが、そしてクラブ

がどのように対応すればよいのかの答がこの講演

の中にあるような気が致します。
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