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奉仕の理想
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かと考えています。（もっとも、近年、学校でボラ
ンティア活動をカリキュラムに組んでボランティ
大谷パストガバナー、本日はようこそお越し アがいわば「義務化」されたりしている。それが果
くださいました。後ほど、卓話を頂きます。よ たして本来のボランティアか？といった議論がな
ろしくお願いいたします。南クラブの中村さん、 されているようですけれど…。なお、予め申し上げ
ておくと、この「最もよく…」という何のことはな
いつもありがとうございます。
前回、奉仕について、私がかつて中学生向けに いような言葉が、奉仕の本質を突いた非常に優れた
ボランティアという概念を材料に行なった話 テーゼだということを最終的に言いたいのですが、
を、くだらないジョークを交えてお話しし、大 例によってそこへ辿り着くまでが容易でない…。）
さて、問題の大人の奉仕です。ＰＧを前に、こん
人向けの、そしてロータリアンにとっての奉仕
については次回としました。皆さん、もうお忘 な大テーマで的外れなことを言ってしまうことを
れだと思いますので、簡単にまとめておきます 恐れつつ、手始めに我々の奉仕と中学生のボランテ
と、ボランティアというのは、自発性を本質と ィア活動の違いを考えてみましょう。
例えば、我々には、森田年度の桜の植樹事業のよ
する。つまり、自分のことばかりに夢中になる
のではなく、自発的に敢えて「世の中と関係を うに、子どもたちや障碍者の方々が、ボランティア
持つ」
「人とツナガリを持つ」ことがボランティ として参加する機会そのもの、奉仕の機会そのもの
アをするということなのですが、そうすること を提供することができます。ポリオ募金もそうです
で、じゃあどこまでやるのかと悩んだり、次々 ね。街頭やイベントでの募金活動は、人々に寄付と
と面倒なことを押し付けられたりといった「ボ いう形での奉仕の機会を提供しているわけです（金
ランティアのジレンマ」とでもいうべき事態に 額だけを求めるなら、誰か一人又は数人のお金持ち
直面してしまう。しかし、そもそもボランティ のところへ行った方が、はるかに効率的であるにも
アをするということは、どうしてもそういうこ かかわらず）。どこかのボランティア活動に参加す
とであって、それでも敢えてそういう悩ましい るというのも、勿論奉仕なのですが、どんな奉仕活
地点に身を置くことで、思いがけない喜びや楽 動をすべきかを考え、その活動の場を設定し提供す
しみ、充実感といったものを味わうことができ るのは、我々大人の務めです。そして、我々ロータ
る。そんな話をしたわけです。これは、大人の リアンに最も期待されているのは、まさにそこでは
（しばしば「
（組織的・財源的に）
奉仕においても、同じですね。我々の「最もよ ないかと思います。
く奉仕する者、最も多く報いられる」という標 ロータリーさんなら…」と言われますよね。あれで
）
語も、（原義からはだいぶ外れると思いますが） す。
問題は、どんな奉仕活動をするか。言い換えれば、
そういう意味に捉えることができるのではない
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良い奉仕とはどんなものかです。
のというわけではなくて、諸刃の剣…という
これについては、多くの先人たちの長い間の積み
重ねがありますね。例えば、皆さん、お彼岸でお墓
参りに行かれたと思いますが、仏教には「布施」や
「喜捨」という徳目があります。財産のある人は喜
捨をする。
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私
財産がなくても、
「無財の七施」…これは、
温かい笑顔を施す（顔施）、優しい眼差しを施す（眼
施）
、思いやりのある言葉を施す（言辞施）
、感謝の
心で人と接する（心施）
、身体を使って人のために汗
を流す（身施）
、座席や場所を譲る（床座施）
、宿を
提供する（房舎施）の７つの布施です。財産がなく
ても、体が動かなくても、できる施しがあるという
ことが説かれています。
もう一つ例を挙げると、これは非常に新しいもの
ですが、前回の例会で話題になった、今流行りのＳ
ＤＧｓ（Sustainable Development Goals）ないし
グローバルゴールズ。これは、2016 年から始まった
国連開発計画（ＵＮＤＰ）の「持続可能な開発目標」
というやつで、2030 年までに達成すべき１７の大目
標と 169 の具体目標を掲げています。いくつか挙げ
ますと、
「貧困をなくそう」
「飢餓をゼロに」
「すべて
の人に健康と福祉を」
「質の高い教育をみんなに」
「ジ
ェンダー平等を実現しよう」
「安全な水とトイレを世
界中に」「気候変動に具体的な対策を」
「平和と公正
を全ての人に」…などなど（どこかで聞いた感じで
すね）。但し、「エネルギーをみんなにそしてクリー
ンに」とか「働きがいも経済成長も」
「産業と技術革
新の基盤を作ろう」といった目標も掲げられていま
す。そういうことに全世界で取り組んで、
「持続可能
な開発」を可能にしようというわけです。
（これ、開
発や経済成長を目的とする限り、必ず自然や資源を
収奪する。それが南北問題や、資源、環境問題、貧
困や飢餓を生む。その矛盾をどうやって克服するか
が問題である筈なのに、いかにも総花的だ。果たし
てこれらの目標が両立どころか１７立もするのかと
いう皮肉な見方もあろうと思います。しかし、開発・
成長一辺倒では世界はちっとも良くならない。2030
年という期限を切って、飢餓や貧困や衛生、環境と
いった具体的目標を掲げるところまで世界は一致し
つつあると、好意的に捉えることもできるだろうと
思います。実際、世界の富の総量は、とっくに全世
界を覆って余りあるところまで来ているわけです
し、私たちが肉を食べるのを少し我慢すれば、世界
から飢餓が激減します…。
）
そして、言わずと知れたロータリーの 6 つの重点
分野です。①平和と紛争の予防、②疾病予防と治療、
③水と衛生、④母子の健康、⑤基本的教育と識字率
の向上、⑥経済と地域社会の発展ですね。これらは、
全世界 120 万人の会員を擁するロータリーが 110 数
年かけて経験を積み重ね考え抜いてきた、その、現時
点の結論ですから、相当な重みを持つ筈のものです。
どんな奉仕をすべきか、これは難しい問題です。
一般論としては、良い奉仕というのは、社会の問題

状況に対して、その解決や改善、あるいは補填や補
完（逆にポリオのようなものなら除去、減殺）にな
るようなものということができるでしょう。しか
し、奉仕をする主体によって、具体的な中身は全く
異なってくるはずです。先ほど申し上げた、仏教の
布施は、万人が万人に対して出来ること（一種の道
徳）でしょうし、ＳＤＧｓは、ある種の政治目標で
す。そして、ロータリーならではの奉仕を考えると
き、やはり６つの重点分野が中心になるのだろうと
思います。もう一つ加えれば、ポリオプラスのよう
に（これはクラブ単位ではあまりに大きすぎます
が）
、周囲の人々ができるだけ参加できるような機
会を提供することだろうと思います。（私の会長年
度もあと３か月。「今さら」感をひしひしと感じつ
つ…）
とはいえ、具体的に何をするか、そんなにホイホ
イ浮かんでは来ませんね。だから、まず状況を、身
の回りをよく見ること、しっかり見ていることが必
要なわけです。心の窓を開けて、アンテナを立てて
おくこと。そうすれば、何かに気づくはずだ。気づ
けば、何かピピッと来るはずだ。…そういう「心構
え」を説くのが、何だか取ってつけたような、これ
も今さらな話ですけれど、今年度のテーマ「インス
ピレーションになろう」だと考えてみたらどうかと
思います。そういう心構えでいれば、良い奉仕の材
料はいくらでも見つかるはずだ…。
（このテーマは
分かりにくいという評判ですが、かなりレベルの高
いテーマなわけです。
）
もっとも、私のように井戸の中にいたのでは、例え
ば「水と衛生」や「母子の健康」といったものは、
あまりピンと来ないのが正直なところです。この辺
は、大海を泳いでこられたＰＧのお考えをぜひ伺い
たいところですね。
…で、ようやく奉仕の本質という話に入ろうと思
うのですが、丁度時間です。
…で、ようやく奉仕の本質という話に入ろうと思
うのですが、丁度時間です。
少しだけ申し上げておきますと、「最もよく…」
という言葉は、おそらく、原義としては、
「
（ガリガ
リ亡者のようにではなく）奉仕の精神、サービス精
神をもって商売するのが、結局は儲かる商売の正し
いやり方であって、そうしてどんどん稼いで業務を
拡大していけば、経済が成長・発展して、世界が豊
かになって、つまりは世のため人のためになる」と
いうことだったのではないかと思います（時代性で
すね。右肩上がりの、世界が無限だった時代…）。
それこそがロータリー精神であるという考えも根
強いと思います。しかし、私は、これを全く違った
意味に捉えて、私が考える奉仕の本質を述べてみた
い…なんぞと考えています（うまく行くかどうか分
かりませんが）。
以上、「私の奉仕論」全３部の第２部を終わり、
第３部「完結編」は、次回といたします。
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皆さん、こんにちは。今日は古巣へ帰ってきた
ような気がしております。まず、地区へ佐藤祐一
郎さん、小山さんに出て頂きまして本当にありが
とうございます。佐藤さんには研修委員会副委員
長というかなり重責の仕事をして頂き、委員長の
私は大変助かっております。
次年度は具さんに姉妹地区委員にご就任頂きま
した。また井上会長エレクトに今日お会いできま
したが、ご病気になられたということでお大事に
して頂きたいと思います。そして池田さんには新
会員の集いにご参加頂きましてありがとうござい
ました。200 人を超える方々の参加があり、懇親を
深められたのではないかと思います。
今日はガバナーをやって、自分が感じた事を 3
つ挙げさせて頂きます。まずは、誰でも言う事か
もしれませんが、一年間ガバナーをやって素晴ら
しい仲間との出会いが多くあり、視野が広がりま
した。私はガバナーの一年間に名刺を 1000 枚配る
という目標を持ち 1000 枚作りましたが、サンディ
エゴ国際大会のパーティーでもバンバン配るなど

900 枚を使いました。
同期ガバナーが 34 人いまして、ガバナーとい
うのはどんな人達だろうと思いながら、私なりの
イメージもありましたが、34 人みんな違いまし
た。しかし共通しているのは、自分の地区をよく
しようという意気に燃えていることでした。
2 番目は、
「理論も大事だが、行動の実践が重要」
ということです。ロータリーというのは常に「ロ
ータリーとは」などと理論に走りがちですが、ガ
バナーとして 67 クラブ回ってみて感心、感激する
のは、行動を伴う奉仕の実践を行っているクラブ
です。活気があるかどうかということに、人数が
多い、少ないは全く関係ありません。停滞してい
るクラブに公式訪問で話をする時は、そのどんよ
りした雰囲気をどうやって打破するかが、ガバナ
ーの仕事だと思いまして、そのクラブの雰囲気を
見て、67 クラブ全部違う卓話をしました。
3 番目に、
「自分の無能さを知る」ということで
した。私は狭い世の中で生きていて、井の中の蛙
という言葉がありますが、そこを出ていくのは勇
気がいりますよね。ガバナーをやったことにより、
ロータリー以外の色々な分野の方々と知り合うこ
とができ、それで自分の無能さを埋めてもらえた
ので、私はガバナーになって本当に良かったと思
っています。
クラブから是非ガバナーを輩出して頂きたいと
思います。クラブが一丸となって推して頂ければ、
クラブの規模などは全く関係なく、ガバナーを輩
出できます。津久井中央クラブ、頑張って下さい。
今日はもう 1 つ、
「リーダーに必要なもの」とい
うお話をしたいと思います。新聞の切り抜きをお
配りしましたが、そこに掲載されている歴史学者
磯田道史さんの言葉ですが、
「リーダーとは嫌われ
る決断ができる人」ということで、何か問題が起
こったときに、皆から嫌われる決断ができる勇気
と指導力を持たなければならない。それができる
のは｢変化を受け入れることができる人｣と言って
います。
滅びていった幾多の大名や指導者にみられる共通
点は、変化を受け入れなかったこと。変化を受け
入れながら世の中を渡って行かなければ、リーダ
ーとして駄目だということです。｢窮すれば変ず、
変ずれば通ず｣困ったら変わること、変わるから道
は開けるということを言っています。
もう 1 枚の記事に中満泉さんが掲載されていま
す。この方はロータリー財団学友です。2780 地区
の厚木ロータリークラブがホストで、留学させま
した。彼女は今、国連の日本人職員最高位の事務
次長で、国連難民高等弁務官だった緒方貞子さん
の上をいっています。
中満さんは難民キャンプに平気で行きます。内
戦が続くソマリアの反政府勢力は、名前を聞く前
に殺してしまうというような組織で、中満さんが
ソマリアのある村に行った時に、すぐ近くまで反
乱

乱軍が来て危険なため逃げるように言われまし
た。しかし、彼女は残って反乱軍の将軍と渡り合
い、話をしたそうです。死も覚悟してたのだと思
います。そういうことを乗り越えてきたというの
は、本当に凄いと思います。
このように中満さんは、ロータリーの皆さんの
ご寄付により留学ができて、そのお陰で国連の職
員になり、世界の平和のために戦っています。
こちらのクラブには女性が二人おられますが、
世界のロータリークラブには女性が多い中で、日

スマイル報告

本のロータリークラブは本当に女性が少ないです。
す。私がガバナーの時は、200 以上の国にロータリ
ーがある中で、下から 3 番目でした。女性会員だけ
のかめりあロータリークラブもできましたが、今後
も女性会員を増やしていくように頑張りましょう。
そして和気あいあいと楽しく活動していきましょう。

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長』
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茂委員長

本日、卓話宜しくお願いします。
中村は露払いに連れて参りました。

大谷パストガバナー、本日はありがとうございます。めったに聞けない大変心に残るお話
を頂きました。中村さん、いつもありがとうございます。そして井上さん、お帰りなさい。
井上 旭会員
大谷さん、中村さん、ようこそお越し下さいました。長い間お休みを頂き、ありがとうご
ざいました。まさか肺炎になるとは思ってもみなかったので…。
水野 茂会員
井上さんが退院したのでスマイルします。
森田正紀会員
大谷様、本日は卓話ありがとうございました。中村様、毎度ようこそいらっしゃいました。
そして井上さん、元気になって良かったです。お菓子をありがとうございました。
高橋幸一会員
大谷様、中村様、ようこそ津久井中央へ。井上幹事、おかえりなさい。ダイエット競争、
残り 4 日になりました。13,3 キロ成功し、お祝いと自分へのプレッシャーでスーツを新
調してみました。（家族はリバウンドを予想して大反対でしたが…）
具 尚禮会員
大谷様、久しぶりにお会いしてうれしいです。いつも元気な中村様、ようこそ！今日はバ
スで音楽を聞きながら来ている自分が、映画の中にいる感じがして、気持ちが浮いている
私でした。
小川洋一会員
大谷さん、中村さん、ようこそ津久井中央へ。3/30～3/31 たぶん桜が満開です。4/6～7
は津久井湖さくらまつりですが、たぶん葉桜まつりだと思います。吉野さん残念です。
吉野賢治会員
大谷さん、中村さん、ようこそお越し頂きました。津久井湖周辺の桜も見頃になってます。
中央区、南区とは違った趣があると思います。寄って見て下さい。
八木 勉会員
大谷さん、中村さん、ようこそお越し下さいました。これからもよろしくお願いします。
山﨑和彦会員
大谷さん、中村さん、ようこそ。本日はよろしくお願いします。藤野の桜もきれいに咲き
始めました。本格的な春も、もうすぐですね。それと早く選挙が終わってほしい気持です。
沼崎善充会員
大谷様、中村様、遠い所まで本日はありがとうございます。季節はやっと春ですね!!
ゴルフシーズンがきました。 田畑、杉本さん、ヨロシクお願いします。
小山里枝会員
今年になり遅刻が多くてすみません。 本日は大谷直前ガバナー、中村様、津久井中央へ
ありがとうございます。
佐藤祐一郎会員 大谷 PG、中村さん、御多忙の中お見えいただき、ありがとうございました。なんと出が
けに用意しておりましたお土産を忘れてしまいました。申し訳ありません。なるべく早
くお届けいたします。 老後のための定期預金をおろして、車を買ってしまいました。
なにもおもしろくない車です。ついでにサイフも新しくしました。老後が心配です。
池田豊文会員
大谷さん、中村さん、先日の新入会員の集いでは大変お世話になり、ありがとうござい
ました。飲んだくれのセンパイたちが少なかったので、無事に帰ってこれました。具さ
ん、2 位おめでとうございます。
杉本信一会員
大谷 PG、ありがとうございます。貴重なお話、またお願いします。
田畑和久会員
大谷さん、中村さん、ようこそ。 お二人をお迎えするということで、全員出席です。
ありがとうございます。 先日の 5 グループゴルフでは南クラブの優勝で、おめでとう
ございます。当クラブはスタート前にダダをこねた具さんが準優勝、おめでとうござい
ます。お祝いに田園の割引券でもくばって下さいませ。

