
１０月１９日 第２５８７回
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２８名 □欠席者： ５名

□メイク： ０名 □出席率：９０．３２％

□結婚記念日 大森 寛

佐藤 守幸

宮本 和彦

尾野 剛章

□配偶者誕生日 堀越 賢二

□特別スマイル

・孫の誕生日です。感謝です。 （川崎俊和）

副幹事 木村 安伸

・広島県立豊田高等学校体育祭開催のご案内

日時 １０月２１日（土）

会長 鴨宮 弘宜

今月は米山月間であり、また「経済と地域社会の発

展月間」でもあります。経済と地域社会において、

今後さらに進む、超少子高齢化と人口減少の問題は、

既存の地域社会の経済やまちづくり等に多大な影響

を及ぼすとされており、とりわけ事業継承に深刻な

影響を及ぼすとされています。帝国データバンクの

調査によれば、日本の社長の平均年齢は59.2歳とな

り過去最高を更新した。1990年の調査開始以降一貫

して上昇している。また、2月時点の『人口推計』

では、国内の高齢者（65歳以上）人口は3414万人で、

高齢化率は26.9％まで上昇している。社長業におい

ては、60歳ではまだまだ現役とも言われるが、事業

承継を蔑ろにしていては、10年20年後の会社成長は

望むべくもない。日本経済にとっては個別企業がそ

の成長の歩みを止めることなく、力を発揮していく

ことが必要不可欠であり、そのためにも円滑な事業

承継がこれまでにも増して重要な課題だと言えます。

国内企業の３分の２にあたる66.1％の企業で後継者

が不在である事、そしてこの数値は年々増加してい

ます。業績の悪化による廃業等もありますが、後継

者の不在による、やむを得ない廃業や倒産を余儀な

くされている企業も数多く見受けられるようになり

ました。特に、後継者不在の企業の多くが、中国地

方に多く、広島県においては、全国平均の66.1％を

大きく上回る74.7％で、これは全国で三番目に大き

い数値であります。この後継者問題は、単に一企業

の問題ではなく、地域の経済やまちづくり、行政の

在り方に大きな影響をもたらすと考えられます。

藤中ガバナーはガバナー月信の中で、この問題はロー

タリークラブにとっても深刻な問題で、クラブ戦略

計画委員会において、慎重に検討する必要があると

述べられております。また「職業分類を見直し、柔

軟なクラブ運営を行い、会員増強を図る必要がある」

とされています。時代は大きく加速しながら変化を

しています。それに対応できるロータリーに自ら変

化の道を求め努力することは、ひいては地域の元気

な経済と地域社会の発展に少なからずも寄与できる

ものと思います。この「経済と地域社会の発展月間」

に会員一人一人が不易流行を基に、これからの竹原
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会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
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Ｓ Ａ Ａ 山根 積

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

副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
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ロータリークラブについて考える機会になること

を願っております。

会長 鴨宮 弘宜

クラブ細則第３条により臨時総会を開催致します。

議長には細則に基づき会長が務めます。議題は次

年度役員の指名です。クラブ細則第３条第１節に

より、竹原ロータリークラブ次年度役員指名委員

会の設置をお願い致します。

指名委員会には会長(次々年度)、副会長、幹事、

会計そして理事５名の指名を求めます。指名委員

会はクラブ細則により、直前会長と、遡るパスト

会長４名、計５名で編成し直前会長を委員長とし

ます。従って委員長には菅会員、委員には久藤会

員、夜船会員、木村会員、荒谷会員、以上の５名

です。以上ご承認頂けますでしょうか。

ご承認頂けましたので、菅委員長には１１月３０

日の年次総会にて指名委員会の結果をご報告頂き

ますようお願い申し上げます。これを以って、臨

時総会を終了致します。

□会員組織委員会 委員長 三好 静子

先週、広島市信用組合の吉岡

さんがご入会されて会員は３

３名となりました。さらに会

員増強を図りたいと思います。

本日、新入会員候補者推薦書

を配布させて頂きました。該

当の方がおられましたらご記入の上、事務局へ提

出してください。御協力宜しくお願い致します。

『ロータリーについてもっと考えてみよう』

ロータリー情報委員会

委員長 藤中 保

今、日本列島は衆議院総選

挙の真最中で新聞もテレビ

もその報道が中心でありま

すが、そのほかにロータリアンにとって特に関心

を持つべきニュースがありました。それはご承知

のことと思いますが、日産自動車の無資格者によ

る自動車の完成検査と、神戸製鋼所のアルミと銅

製品等の製品性能検査改竄及び偽装事件でありま

す。

いずれも日本を代表する大企業で、これらの事件

が長期間にわたって行われていたというものであ

ります。そしてこれらの製品の納入先は神戸製鋼

の場合、国内のみならずアメリカをはじめ全世界

に及び、その対象は３０００社とも５０００社と

もいわれ、世界中において飛行機、電車、自動車

等の原材料として使われているほか、日産自動車

の場合は、国内をはじめ世界市場に及び全世界で

今や人々の生活必需品として多用されている自動

車そのものでありますから、世界中多くの市民の

日常生活にも直結しているものなので社会的影響

も小さくないことでしょう。

思い起こせば今から１２年前の２００５年の年末

に建物の強度を偽装したマンションが多数発見さ

れたのをはじめ大企業における食品や工業製品の

偽装やデーター改竄事件が相次いで発覚し大々的

に報道され、企業が閉鎖や倒産に追い込まれる等

社会的にも経済的にも大きな問題となったことが

ありました。あれから１０年、再びこのような事

件が起こってしまいました。

一体なぜ再びこのような事件が起こるのか。色々

な考え方があるでしょうがその根源はいわゆるコ

ンプライアンスを無視した自分勝手な営利追及の

みに偏重した得手勝手な企業体質や企業経営者が

増えているのではないかと思われます。

さて、このような場合ロータリーの考え方はどう

でしょうか。自分勝手なやり方の真反対です。

ご承知のように、アーサー・シェルドンはロータ

リーの基本にサービス（service）という考え方を

置きました。サービスは日本語訳の奉仕よりはる

かに広い概念で人のためになる行為全体を指して

います。例えば電車で体の不自由な人に席を譲る、

これもサービスです。また、家庭での奥さんにサー

ビスの精神、思いやりの精神で接することは大切

ですがこれを奥さん方に対する奉仕といったので

は意味が通じません。広辞苑では奉仕の意味とし

て第一に「謹んで仕えること」と述べています。

岩波国語辞典では「国家社会や目上の者等のため

に私心を捨てて力を尽くす」と述べています。こ

のように奉仕という言葉は縦社会での意味合いが

強いようです。また、サービスと倫理の関係を考

えるとサービス、人のために役立つにはモラルが

高くなければならないといわれます。

例えば家を建てる場合、その家に住む人の役に立

つためには当然のことながら鉄筋量を不当に減ら

すとか偽った構造計算をするといった発想は生ま

れないでしょう。これはモラルです、このように

サービスからモラルに通じるのです。從って以前

の手続き要覧には道徳律が記載されていました。

「ロータリーの目的」が示すようにロータリアン

には立派なモラルが求められています。このこと

に関連し、かつてロータリアン達のバイブルと言

われた「ロータリー通解」の著者ガイ・ガンディ

カーさんは、ロータリークラブの目的は、次の四

つであると述べています。即ち

１、会員個々人の向上

２、会員の企業を理想と実際の両面において向上
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せしめること

３、会員の属する職種全体の向上

４、会員の家、町、地域社会全体を向上せしめる

こと

このように、会員がサービスの精神のもと自己の

向上に努め、事業の改善に努め、その属する職種

の向上に努め（ロータリアンはその職種の代表で

あるというのが伝統的な考え方である）、さらに

地域社会の向上に努める。それがロータリーの目

的だという考え方です。

また、人の役に立とうというサービスの精神はシェ

ルドンが言うように、よりよい社会を作ると共に

本人の幸せに通じるという考え方です。そしてこ

れが「最も良く奉仕する者最も良く報われる」と

いうモットーが生まれた所以であります。

また、「四つのテスト」を従業員に浸透させるこ

とによって倒産寸前の企業を再生させたという

ハーバート・テーラーさんのやり方にも通じるも

のがあります。日本の諺「積善の家に余慶あり」、

「情は人の為ならず」というのも同様な考え方を

示しています。

次に、２７００地区の佃パストガバナーは次のよ

うに言っておられます。

ロータリーで大事なことが３点ある。

第１はロータリーは奉仕活動を行うにあたって各

クラブが絶対的な自主権を持っているということ

である。

ＲＩはいかなるクラブに対いても、特定の奉仕活

動を命じたり禁止したりすることは絶対にしては

ならないという原則である。ＲＩ、地区、クラブ

という組織があるが決して上下関係ではなく、各

クラブの活動を決めるのはあくまでもクラブの自

主的判断によるものである。

このことは、ロータリー１００年の歴史の中でも

重要な文書の一つである決議２３―３４に明記さ

れ、最新版の手続き要覧にも明記されています。

この文書がだされた背景は１９２０年頃から身体

障害者支援についてロータリー全体として取組む

べしという考え方と、各クラブはそれぞれ独自の

存在で完全自治権をもっているという考え方が対

立し、ロータリーがあわや分裂の危機に陥った。

これはその分裂回避のために出された文書であり、

単に社会奉仕に関する論点でなくロータリーの基

本的な在り方に関するあり方が記述されているの

でぜひ目を通していただきたい文書であります。

第２は寛容の精神についてです。

個々のロータリアンがロータリーに関して見出す」

価値観や歓びは人によって様々です。社会奉仕や

国際奉仕の具体的活動に汗を流すことに歓びを感

じる人、クラブの親睦活動の中での自己啓発に価

値を見出す人等様々でしょう。さきの決議２３―

３４の例はこうした考え方の相違が最も先鋭的な

対立に至った例です、また、ポールハリスは「人

の考え方はその人の気質や遺伝、環境、経験等幾

多の要因で形成される。人によって考え方が違う

のは当たり前だ、といった類の言葉を多く残して

います。このように人々に価値観の相違はあるが

ロータリーとして一つにまとまる。それは寛容の

精神、『相手の善意を信ずる心』です。この寛容

の精神こそロータリーが目指す「友愛と親睦」の

基盤をなすものです。

第３はロータリーの目的を熟読玩味して欲しいと

いうことです。

このように、人々の寛容とサービスの精神を基礎

に１００年にわたり五大奉仕を展開してきたロー

タリアンの一員であることに大いなる自信と誇り

を持ちたいものであります。

２０１７年１０月２９日 第２５８８回

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者： ７名 □欠席者：６名

□メイク：２０名 □出席率：９０％

2017－18年度国際ロータリー第2710地区

地区大会IN岩国＜10月28日(土),29日(日)＞
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