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「我等の生業」
「それでこそロータリー」

◆ 丁 中斐 君（米山奨学生）
※ 今月が丁君への奨学金の贈呈が最後になります。丁
君、2年間よく頑張りました。無事卒業し、4月から
社会人となります。これからも精進を忘れず大きく
羽ばたいてくれることを願っています。そして、日
本と母国・中国の架け橋となって下さい。 戸張会
長、都倉幹事を始め、鈴木カウンセラー、大変お疲
れ様でした。
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東出会員、今井会員、高木会員、高瀬会員

ニコニコ報告

堤

研二

「みんなニコニコ」
鈴木 次男 会員・若狭 滋則 会員・小泉 正博 会員
会田 公雄 会員・工藤 和弘 会員・山本 剛 会員

お客様紹介
戸張 裕康 会 長
テイ チュウヒ くん

会員出席報告

◆小林 正樹 会員
初めてコーラスのタクトを振らさせて頂きます。皆
様の素敵なハーモニーの邪魔にならないように頑
張ります。
◆ＳＡＡ一同
ようやく寒さも和らできましたが、それに代わって
花粉が沢山舞っています。特に、車の運転中はお気
を付けください。
◆親睦委員会一同
今日は良い天気で気分も良いのでコーラス頑張ります。

出席・親睦委員長

◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事
３月３０日の観桜会（夜間移動例会）を宜しくお願い
致します。丁君の卒業もさみしいですが、日本と中国
の架け橋になって下さいﾈ。昨日、鷺沼 RC に行って来
ました。中原も新会員が増えるような気がします。
◆市川 功一 会員
先週、島末さんのジャズコンサートに行って来ました。
たいへんすばらしかったので、次回は皆様是非一緒に
行きましょう。

ニコニコボックス

本日

12,000 円

累計

553,200 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

85,000 円

30 周年記念に関して
《式典スケジュール》
３/２３ 早朝例会 テーブルミーティング
総務委員会：名札・目録の決定・ホテルの見積発注
登録委員会：会員・家族・他の出欠席の確認
式典委員会：看板・席札・花束等の手配の検討
ホテルと会場設営・飲食等の打合せ
生徒の荷物置き場の検討
４/６
例会
コーラスの練習
４/１３ 早朝例会 コーラスの練習（家族参加）
総務委員会：予算案作成
登録委員会：出席者リスト作成完了
遠方ロータリアンの宿泊の手配
司会：当時のタイムスケジュール、栞等の作成完了
例会後
登録委員会：ホテルと当日の受付・会場内外の案内
方法を検討
４/２７ 例会
コーラスの練習（家族参加）
席次の決定・座席表作成完了
当日配布のプログラム作成
５/１１ 例会
コーラスの練習（家族参加）
礼状の作成・会費の徴収
５/１８ 例会
リハーサル
５/２０ 式典当日
中原中 楽器搬送
登録委員会：記念品・プログラムお渡し・
受付・案内
総務委員会：会費の徴収
式典
：吹奏楽演奏

式典後

事業委員会による記念写真撮影
コーラス発表
：事業委員会→記念誌の作成
登録委員会→礼状発送
総務委員会→会計報告・監査報告

会長報告 戸張 裕康会長（3 月 23 日分）
１．地区からの来信
①ガバナーノミニーデジグネート（2019-20 年度ガバ
ナー）被指名者 確定宣言が届いております。
地区指名委員会が指名致しました 轟 淳次君
（川崎ﾏﾘｰﾝ RC）を告知し、地区内会員にはかったと
ころ、3 月 16 日までに何れのクラブからも対立候
補の推薦がなかったので、3 月 17 日付にて同君を
ガバナーノミニーデジグネート被指名者に確定し
たことをここに宣言いたします。
②国際大会の投票代議員カードが届いております。
会長・幹事の署名を付して地区宛に提出いたします。
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎南 RC
4 月 4 日(火) 夜間例会 創立記念メモリアル例会
5 月 2 日(火･祝)
休会
5 月 30 日(火) 夜間移動例会 横浜ベイｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ
●川崎大師 RC
4 月 19 日⇒22 日(土)ロータリーデイ(ＩＭ統合)参加

【プログラムの予定】
3 月 30 日(木)

クイーン・アリス ガーデンテラス日吉
点鐘 18：30

夜間移動例会 観桜会
4 月 6 日(木)

米山奨学生 丁 中斐 君の卓話

Ｈ精養軒
12：30 ～11：30
会員お祝・理事会
「30 周年に向けて」
例会後コーラス練習

あるロータリアンの思い
ロータリーは今や末法時代か
----ビチャイ・ラタクルさんの言葉---2510 地区 PDG 塚原房樹（札幌東）
お釈迦様が亡くなって 100 年余りたつと、
「教え」の
解釈などをめぐって、伝統を守ろうとする保守的なグ
ループと、進歩的なグループに二分されます。そして
時とともに更に両派は(小乗)と(大乗)に分化しました。
私はこの道の専門家ではありませんから、学問的に双
方の論点を説明できませんが、小乗では、資質のすぐ
れた者が修行をすることによって悟りを得られるとし
ていました。戒律の条文も不変のものにしました。自
分自身の悟りの為に、教えを厳格に守りました。 その
ような中で広く大衆的な一派として、大乗と呼ばれる
グループが誕生します。自分一個の人間完成を目指す
のではなく、広く大衆に教えを広め苦悩する衆生を救
い上げるのが宗教人の使命で、そのためには戒律は変
わっていい。 時代とともに手法を変えてゆかなけれ
ば教団の維持もできなくなると主張しました。同じく、
ロータリーも誕生以来 110 年を経過してロータリーの
目的が変わりました。当初、ロータリーの会員は厳し
い審査を経て選ばれた人々でした。ロータリーの中心
概念は「職業奉仕」であり、個々のロータリアンの職
業の倫理的水準を高めることによって社会に貢献せよ
ということが目的でした。帰する所ロータリー運動の
目的は、会員個人の人格陶冶、自己錬成に外無らなか

ったのです。 しかし今のロータリーは会員増強が第
一の目的となり、会員資格の規制は大幅に緩和され
ました。そしてラビンドラン RI 会長により職業奉仕
の禁じ手であった「ロータリアンはその同僚ロータ
リアンから、他の実業家に対する場合よりも多くの
利便を期待してはならない」という項目も削られ事
実上職業奉仕が無くなってしまいました。私は理想
としての大乗的ロータリー観を否定はしませんが、
会員個人の人格陶冶という任務を忘れた奉仕活動は、
やがてロータリーを内部から崩壊させることになる
でしょう。 12 月に東京でロータリー研究会が開催
されました。最終日のフォーラムでラビンドラン RI
会長は会員増強の切り札として新しい「ロータリー
グローバルリワード」に触れました。
『ロータリーに
入会を誘われたら、誰もがこう自問するでしょう。
「自分にとってどんなメリットがあるのか？」 ロ
ータリアンになれば、ほかの人の人生だけでなく、
自らの人生も豊かにできることを示すことによって、
ロータリーが持つ価値をはっきりと証明する必要が
あるのです』
私は、敢えてここで、11 月の 2550 地区の地区大
会でビチャイ・ラタクルさんの『ロータリーにおけ
る意志と信頼』というテーマの講演----御存じの方
も多いと思いますが----の一部を抜粋してご紹介
します。 『全世界のロータリアン数は、2-3 年前は
130 万人でしたが、2014 年 7 月 1 日には、ただの 110
万人となりました。現在の RI 会長であるラビンド
ランさんが、エレクトの時、次のような提案をしま
した。ロータリーの会員に何か特典を与えましょう
と。彼の考えはロータリアンが会員資格を維持する
ためには、何等かの利点を与えることでした。これ
が、ラビンドラン会長がロータリーの本来の道を外
れてしまった理由でもあり、ロータリーの行動規範
の第 5 項目(事業や職業における特典をほかのロー
タリアンに求めない)を削除した理由でもあるので
す。 このことは、疑いもなく、RI 会長が、ロータ
リーの中核的価値観すなわち、職業人の高い倫理基
準の理念を破壊しているのです。
私たちがロータリーにいるのは、与えるためであ
り、何かを得るためではないのです。私は、今日の
ロータリーは過ぎ去りし時のロータリーではない
と思います。ロータリーの中核的価値観はもう存在
しません。“What a pity!" なんと残念なことでし
ょう！ ロータリーの最高指導者が、ロータリーの
哲学とロータリーへのイデオロギーを完全に失っ
てしまったことは、なんという大きな恥さらしであ
りましょうか。もしもロータリーの最高指導者が、
世界が変化しているからロータリーも変わらなけ
ればならないと言い訳をしながら、私たちの創始者
から受け継いでいるロータリーの基本原理を無視
していくならば、これから先どのくらい長くロータ
リーが存続できるか、それを予言することはできま
せん』
ロータリーは今や末法時代(仏教によれば釈尊の
教えだけが残り、行も悟りもなくなる時代)を迎え
たようです。しかし我々日本のロータリアンは、ロ
ータリーをロータリーたらしめている DNA、つまり、
ロータリーの本質と存在理由を大切にしてゆかね
ばなりません。 タイは敬虔な仏教国です。ロータ
リーを自己改善の倫理運動ととらえる日本人にと
って仏教徒ラタクルさんの勇気ある発言に心から
の敬意を表します。

