
□ソング： 我等の生業

□特別スマイル

・5月17日ロータリー世界平和フォーラム広島に参

加致しました。貴重な経験をさせて頂き有難う

ございました。 （荒谷隆文）

・寄贈品の清掃活動、雨天予報の為中止しました

が、良い天気でショックを受け、情けなく申し

訳ありませんでした。 （佐々木秀明）

本日のクライング￥ １，０００

今年度クライング累計￥１８，０００

幹事 久藤 孝仁

・リフレッシュ瀬戸内統一行動への参加について

日 時 平成25年6月30日(日)9時～10時

場 所 的場海水浴場

集合場所 的場公園

集合時間 9時

会長 荒谷 隆文

皆さんこんにちは。ロータリー世界平和フォーラ

ム広島が5月17・18日に広島国際会議場において開

催されました。当クラブからは、木村エレクト、

夜船副会長、久藤幹事と私で参加して参りました。

一回目が昨年11月にベルリン、二回目は今年1月ホ

ノルル、そして今回広島が最終になります。

52カ国約2,000人の参加で「平和はあなたから始ま

る」をテーマにして、特に新世代に焦点をあて、

多様な新世代の参加者を迎えて、ロータリアンと

共に平和への意識と行動を喚起させ、種火の点火

をし、次の時代に引き継いでいく出発点とするこ

とを目指しているとのことです。

開会式前のプレフォーラムでは参加者が宗教、国

家、情報通信技術など五つのテーマに分かれ、各

セッションにおいて未来の平和に繫がる若者の活

動や平和を阻害する要因について各国のロータリ

アン、若者が活発に堂々と発言されておりました。

我々が参加したＣセッションでは「平和を創る国

家の役目」について各国の若者、ロータリアンが

会場満席の中で平和についてそれぞれの思いを発

表されておりました。

参加者の皆さんの話を聴きまして、国の環境、事

情により平和に対しての捉え方に違いはあります

が、やはり人間は人種は違っても、お互いコミュ

ニケーションを持ち、相手を思いやり、譲り合う、

共存共栄の心を持つことが必要で、これこそが平
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



和を創る基であり、ロータリーの「超我の奉仕」

の実践にあると思いました。

開会式では田中作次ＲＩ会長が「人の役にたつた

めに何ができるか考え世界を少しずつ平和にして

いこう」と挨拶され、他にルイス・ビセンテ・ジ

アイ世界平和フォーラム委員長、ウイルキンソン

ロータリー財団委員長、ヒューコＲＩ事務総長の

挨拶があり、基調講演ではメヒヤ国連訓練調査研

究所（ユニタール）所長が「国連憲章の制定には

ロータリー会員が携わっており、力を合わせ平和

を実現したい」と話されておりました。何れもイ

ヤホンでの同時通訳がありましたので、私達もオー

プニングを楽しむことが出来ました。またロータ

リーの友でしか見ることが出来なかった田中ＲＩ

会長を拝見し、卓話を拝聴する機会を頂いたこと、

クラブの皆様に感謝申し上げます。

この大会の詳細につきましては、後日地区または

ロータリーの友に紹介があると思いますので参照

お願い致します

ロータリー情報委員長 吉岡 一眞

2012－13ロータリー年度

が間もなく終ろうとして

います。この一年間、ロー

タリー活動の底流にあっ

たものは何だったでしょ

うか。

本年度の活動の推移をみ

ますと、それは先ずＲＩ

のテーマに示されているように「奉仕を通じて平

和を」の実現に努めたことでありましょう。第2は

会員構成の現状に鑑みてSAKUJI大作戦を展開され

つつあることであります。第3は「ロータリー財団

の夢計画」の円滑な移行と推進に関することの3本

であったと思います。それらについて振り返って

みますと、先ず①の平和活動への取組みについて

は、国際ロータリー定款第4条及びクラブ定款第4

条「ロータリーの綱領」これは現在は「ロータリー

の目的」に改訂されました。2012年11月28･29日の

第4回ロータリー研究会で発表されましたが、内容

は現代的な表現に改訂されて親しみやすく理解し

やすいものになっているものと思います。詳しく

は「ロータリーの友」1月号にあります。目的は綱

領と同じく、第1はクラブ奉仕、第2は職業奉仕、

第3は社会奉仕・新世代奉仕、第4は国際奉仕です。

この①②③について、個々の奉仕を推進すること

によって④の国際的連携に収斂していくもので、

ロータリーの究極の目的は、国際間の相互理解と

親善と平和を推進することに帰結するのでありま

す。

RI田中会長は、この流の中で本年度の活動の柱の

一本に「平和」を取り上げました。そして、それ

をＲＩのテーマにして、平和運動の取組みとして

ベルリン、ホノルルに次いでこの17,18日広島市で

開催されたロータリー世界平和フォーラムは、2年

前から周到に企画準備され、ＲＩ田中会長の強い

希望もあり、若人を主役とした大会として参加者

は勿論、世界のロータリアンに夢と深い感動を与

えた大会となりました。田中会長は、この3都市で

開催された世界大会を今年度の国際ロータリーに

おける平和活動の集大成とされたのであります。

二つ目のSAKUJI大作戦、これは田中作次さんの名

前と「サクセス ジャパン」からつけられた名前

で、それは「会員増強」の方策であります。国際

ロータリー理事会は2015年6月末までに世界の会員

数を130万人に増強することを決議し、今年度純増



3％を掲げています。現在世界の会員数は2013年2

月末現在で1,211,868人であります。これに関連し

て日本も田中会長は率先して実現していく責務が

あるとして今年度末までに会員総数10万人に到達

させたいと強調されています。現在の会員数は88,

640人です。それを実現するために作戦として、先

ず各ロータリアンが日本全国を視野に入れて転勤

の人々のうち新勤務地においてロータリアンとな

るのに相応しいと思われる友人や知人を紹介して

新任地の地域のＲＣがそれを受けて対応する。ま

た転勤や引越しで移住したロータリアンが転任地

で入会の希望があれば各地区がそれを受け紹介す

るという全国的システムを用意するものでありま

す。地道な活動ではありますが単なる増員でなく、

ロータリーの強さを増す増強を実現していきたい

としています。その為には、「クラブ アイデンティ

ティ」をしっかり確認し、親睦と奉仕の両輪を強

くまわす必要があると思います。詳しくはロータ

リーの友12月号をご覧下さい。

三つ目の未来の夢計画については、この7月1日全

ロータリー地区に新しい補助金モデル「未来の夢

計画」が導入されます。なぜ、今未来の夢計画な

のでしょうか。ロータリー財団は長い間教育プロ

グラムが主流でしたが次第に人道的支援が奉仕の

主流になってきました。1965～2000年までの35年

間で1万件であったマッチンググランドが2000～20

04年の4年間で1万件を超えました。この人道的分

野でのマッチンググランドの爆発的な成長はロー

タリー財団が取り組むべき問題を浮き彫りにし、

「未来の夢」計画誕生の一つの要因となりました。

小額プロジェクトの増加は補助金を上回る経費と

共に膨大な事務量が生じ、あふれる書類に人的対

応が追いつかなくなってきました。この未来の夢

計画の大きな特徴は、従来ロータリー財団がもっ

ていた資金管理を一部とはいえ地区が委託を受け

ることになります。そのためには、地区はロータ

リー財団の指針に従って補助金専用の銀行口座を

設け、財務管理計画を決めて覚書に同意し、参加

資格を得ることが必要となりました。クラブもま

た同じように覚書に同意し、地区が開催する「補

助金管理セミナー」を受講し、一定の要件を具備

して地区から参加資格を得なくてはなりません。

竹原ＲＣでは藤中ロータリー財団委員長が受講さ

れて担当する資格を得られております。未来の夢

計画については、ロータリー財団資金の効果的な

活用とその運用について今後皆さんでしっかり検

討していく必要があると思います。

以上振り返ってみますと、①の平和に関すること

と、②のSAKUJI大作戦は都市型クラブ特有の取り

組みテーマになりがちであって私たちにとっては

やや馴染みの薄い、難しいテーマであったように

思われます。従って会員の関心も取り組み意識も

やや希薄のうちに経過したのではないでしょうか。

これらについても引き続いて話し合いを深めてい

く必要があると思います。

以上、ＲＩの本年度の活動方針の一端を考えてみ

ました。

プログラム委員長 市川 重雄

第26回全国菓子大博覧会・

ひろしま菓子博2013が、4月

19日(金)～5月12日(日)まで

の24日間にわたり、旧広島

市民球場跡地・広島県立総

合体育館とその周辺で開催

され、来場者数は807,000人

でした。

皆様のご協力に感謝申し上げます。有難うござい

ました。
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