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斉唱 手に手つないで

て、ようやく１９８９年の規定審議会で改められ
たのだそうです。現行の国際ロータリー細則第４
条（4.070.）には「いかなるクラブも…定款その
他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、
国籍、または性的指向に基づき会員身分を制約す
ること（中略）はできない（以下略）」とありま
す。立派な規定だと思います。
折角なので、その連邦最高裁の判例を調べてみ
ようと思ったのですが、ネットでは見つかりませ
んでした…。そこで、もしも我が国で同じような
訴訟が起こされたらどうなったか、ある女性が、
ロータリーに人権を侵害されたと訴えたらどう
なったか考えてみました。まあ、ＲＩを相手にし
ないといけないので、裁判権、国際裁判管轄の問
題がありますが、日本事務局もありますから、判
例からみて訴訟を起こすことは可能だと思いま
す。
あんまり専門的に話しても怒られますので、
大筋だけ申し上げますと、日本国憲法第１４条は
「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信
条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない」
と規定しています。但し、憲法は基本的に公権力
（国や地方公共団体）を縛るものであり、ＲＩは
私的な団体ですので、憲法をストレートに適用し
て、ＲＩ定款は違憲無効であるというようなこと
はできません。しかし、資本主義の進展に伴って、
国家に匹敵するような力を持つ大企業や組合や
団体が現れてきた。これを「私的自治だ（我々は、
国家に介入されたりせずに、自分たちのことは自
分たちで決められるということ）」と放っておく
と、強い者は益々強くなり、弱い者は益々弱くな
り、「社会的権力による人権侵害」とでもいうべ
き事態が生じてしまう。一般庶民には「貧乏の

昨年のこの時期、森田直前会長が二言目には
「次年度、次年度」とおっしゃって、何だかお
経を唱えているようだなんて申し上げた気がし
ますが、その気持ちが大変よく分かるようにな
った今日この頃です。本日は、現年度・次年度
ガバナー補佐にお越しいただいております。後
程ご挨拶を頂きます。よろしくお願い致します。
一昨日は、相模原中ＲＣの２０００回記念例
会にお邪魔してきました。中クラブは１９７７
年の創立で４２年目だそうですから、だいたい
２０年で１０００回という勘定なんですね。大
変立派なことです。心から、お祝い申し上げた
いと存じます。
…で、懇親会のアトラクションは、麗しい女
性２名のポールダンス。井上幹事と佐藤さん池
田さんと私の４名で堪能してまいりました（ち
なみに池田さんはこのメイキャップで入会以来
の皆出席維持です）。まあ、一同大変楽しませて
いただいたわけですが、
（ちょっと言い過ぎかも
しれませんが）何だかロータリーが男性社会で
あることを如実に示してしまったような気がし
なくもありません。
図らずも、その二日前の１４日は、相模原かめ
りあＲＣのチャーターナイトでした。大変立派
な式典でした。ご承知のとおり、女性ばかり２
８名でスタートした新クラブです。その式典で
小沢元ＲＩ理事が話題にされたのですが、今、
ロータリーは盛んに女性会員を増やそうと言って
いるけれど、今からおよそ３０年前までは、ロ
ータリークラブには「会員は男性に限る」とい
う趣旨の規定があり、女性は入れなかったのだ
そうです。それが、アメリカでの裁判などを経
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自由」と「空腹の自由」が保障されるだけだ。
そこで、憲法の人権規定は、全ての法秩序の基
本原則であって、一定の範囲で（自由を侵害す
る危険がありますから無制限にではなく）本来
私法（民法や会社法など）の分野である企業や
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私
団体をめぐる法律関係においても、これが守ら
れなければならないと考えられています。憲法
の「私人間効力」といわれるものです。
結論的に言うと、裁判所は「ＲＩには規程審
議会という立派なシステムがあるじゃないか。
だからその自主性に委ねるのが相当である。」と
判断する可能性が高いように思われますが（実
は、その規程審議会に女性会員を認めようとい
う提案が何度か上程されたにも拘らず、否決さ
れ続けたのですが…）、考えてみれば、ロータリ
ーは全世界的な 120 万人もの会員を擁する大組
織で、財力も発言力もある。しかも奉仕の理念
やリーダーシップを標榜し、公共の利益と密接
に関係する団体ですから、男性に限ることに余
程の合理性がない限り、
（社会に奉仕しよう、社
会のリーダーたらんという人たちが）女性を排
除するというのはどうなのよという判断が出た
可能性も、１９８０年代の日本の裁判所なら十
分あったと思います。
（ちょっと残念ですね。大
きなインスピレーションのチャンスだったかも
知れない…。）
さて、ロータリーに女性が入れなかったなん
て、今では考えられない。ロータリーともあろ
うものが…、そう言うのは簡単です。でも、そ
もそもなぜそういうことが起きるのか。私たち
の社会では、女性差別に限らず、人種差別や、
家柄による差別なんてことが、なぜ起きるのか。
おそらく、一言で言えば、我々が様々な思い
込みから自由でないからです。ＲＩの女性に対
する扱いについて言えば、ロータリーは男がや
るものだというような思い込みがあったからで
はないかと思います。
この思い込みから、我々を自由にするものは
何か。それは、
（また面倒な話ですが）たぶん学
問ですね。実生活においては、経験から学ぶこ
と、経験知こそが大事で、それ以外のものはほ
とんど役に立たないことが多いのですが、思い
込みは、その経験から生じます。そこから我々
を解放してくれるのは、勿論、人の話を聞いた
り小説や映画で自分の考えを変えるということ
もいくらでもあるわけですけれど、やっぱり、
たぶん学問であり、学問はそのためにこそある
のだと思います。
ジェンダーとか、ジェンダーフェミニズムと
か、今では普通に聞かれるようになりました。
これも、初めは学問の世界で言われ始め、理論
化されてきたものです。…勿論、法律の世界で
も、平等とは何か、差別とは何かという難しい
議論が長い間積み重ねられ、理論化されてきて
いるのですが、この「ジェンダー」というもの
の見方・考え方は、別の角度、社会学の分野か
らの、鋭い視点の提起であったわけです。
（以前、
法律についてお話ししたことと関連しますが、法学

の世界、特に法の適用の場面では、ある状態が法律上
の○○に該当するか、どのような要件が満たされた状
態ならばその法が適用されるかという形式で論を立
てますから、なぜその状態が生じるのか、そこにどん
な社会的要因や構造があるのかといったことは度外
視です…。）

ジェンダーとは、社会的に作られる性差、男ら
しさ、女らしさのこと。「人は女に生まれない。
女になるのだ‐ｼﾓｰﾇ･ﾄﾞ･ﾎﾞｰﾎﾞﾜｰﾙ」、我々の社会
では、家庭にも、学校にも、サザエさんやドラえ
もんの中にも、様々なジェンダーバイアス（偏り
を生じさせるもの）があり、人は知らず知らずの
うちに強固な「男とは、こういうものだ」「女と
は、こういうものだ」というイメージ持ってしま
う。それが、女性に対する様々な偏見や不利益な
扱いを生んでしまう。ジェンダーフリーとは、男
だろうが女だろうが、その人の能力や個性が、
「○
○らしさ」なんてものに捉われずに、自由に発揮
できるということです。…なんて言われると、な
るほどと思いますよね。そういうことを勉強した
人が、読んだり聞いたりした人が、周りに伝え広
めていって、やがて市民権を得る。女性が戦うた
めの強力な武器になってきたわけです。そういう
流れが、ロータリーを女性差別から解放したと
も、言えるわけです。
かめりあクラブの皆さんは、タレント揃いで、
大変活気があるとお見受けしました。これから、
地区やグループを大いに刺激し、活躍して下さる
と思います。そして、当クラブでも、次年度は小
山さんが幹事ですし、具さんが地区の姉妹地区委
員ですね。大変楽しみです。
ただし、つい先日、東大の入学式の上野千鶴子
さんの祝辞が話題になったように、我々はまだま
だ思い込みから自由にはなっていません。色々イ
ヤな思いやご苦労があろうと思います。が、少な
くとも当クラブの男どもは、味方であり続けたい
と思う（クラブが一番の敵か？？）、今日この頃
であります。
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ゲスト紹介
ポール・ハリスフェロー4 回
佐藤祐一郎 会員

栗林一郎次年度ガバナー補佐

現・次年度ガバナー補佐引継ぎ
清水寿人ガバナー補佐
皆さん、こんにちは。今日は例会の貴重なお
時間を頂きまして、ありがとうございます。毎
回来るたびに前沢会長の素晴らしいお話を聴け
て、とても幸せな気分でいつも帰宅させて頂い
ています。
日頃、津久井中央ロータリークラブの皆様に
は非常にお世話になっております。早いもので、
そろそろ一年が経とうとしていますが、できの
悪いガバナー補佐でしたので留年になってしま
うのかと思いましたが、留年という制度があり
ませんでした。
昨年、金沢さんがガバナー補佐をやられまし
て、お酒が大好きで楽しい方でしたが、私はた
だ普通のガバナー補佐でした。そこで次は 30 年
以上ロータリー歴がある栗林さんに第 5 グルー
プを引き締めてもらうために、白羽の矢が立っ
たと思います。
栗林さんとは商売で親の代から 56 年のお付き
合いでして、栗林さんの会社はうちの仕入先で
私も会社を手伝うようになってから、30 年数年
のお付き合いをさせて頂いています。
津久井中央クラブさんにはいつも温かく迎え
て頂き、大変有難く思っております。次年度栗
林さんになった時も、また温かく迎えて頂けれ
ばと思います。
あと 2 ヶ月ありますので、まだまだ皆様方に
お世話になります。今後ともよろしくお願い致
します。ガバナー補佐が終わりましても、どこ
かでお会いしたら、
「よう！」と水野さんのよう
に大きな声で呼びかけて頂ければ嬉しいです。
私は津久井中央の楽しい雰囲気が大好きで
す。また中村さんと一緒に来させて頂きたいと
思っています。
本当に一年間ありがとうございました。

皆さん、こんにちは。今ご紹介頂きました、次
年度ガバナー補佐を拝命致しました相模原南ロ
ータリークラブの栗林と申します。よろしくお願
い致します。
清水さんの会社とうちの会社は、設立当初から
親子 2 代に亘って 56 年のお付き合いをさせて頂
いています。清水さんとも個人的に 30 年以上の
お付き合いです。
清水さんはクラブをまめに回られていて、よく
色々な情報を頂いていました。私はそこまででき
るかという不安はありますが、一生懸命やらせて
頂くつもりでございます。
清水さんからロータリー歴は自分で話してと
言われております。私がロータリーに入りました
のは 1987 年で、32 年前になります。幹事をやら
せて頂いたのが 1993 年で、その年にこちらのク
ラブができまして、チャーターナイトに法政大学
へ幹事としてお邪魔しました。その時の初代幹事
が小川さんでした。
1999～2000 年度のクラブ会長をやらせて頂
き、その時のこちらの会長が加藤さん、幹事が佐
藤祐一郎さんで、とても縁を感じます。佐藤さん
は今、地区の研修委員会副委員長という立場の重
責にありまして、私も研修委員の一人として色々
ご指導を頂いております。
また、大谷年度の時に私は地区幹事をやらせて
頂きまして、その時に副幹事として小山さんにお
手伝い頂きまして、ありがとうございました。あ
の年、RI 会長代理の鈴木さんが宇都宮から来られ
るとのことで、まずどこかのクラブを見たいと言
われて、真っ先に選ばれたのがこのクラブでし
た。私も一緒にお邪魔したのですが、凄く元気の
あるクラブだと感じました。活動もしっかりされ
ていますし、佐藤さんの SNS を見ると、前沢会
長の挨拶が素晴らしいと言っています。私も一回
聴いてみたいと思っていたのですが、本当に素晴
らしいです。ここまで色々調べて挨拶をされる会
長は少ないと思います。また、たびたびの 100％
の出席というのも大変素晴らしい事です。
財団補助金を使った植樹の活動などもされて
いて頼もしいと思いますし、前にこちらにお邪魔

した時に、うちのクラブに無いものがこのクラブ
にはあると感じました。よそのクラブを見て勉強
させて頂き、うちのクラブも活性化させなければ
と思っております。色々な意味でご指導頂ければ
と思います。
清水さんより 8 歳ほど年上なものですから、物
忘れもあったり、情報も古いかもしれません。し
っかりと勉強をしながらやって行きたいと思って
おります。一年間、よろしくお願い致します。

スマイル報告

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長』
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会 水野
相模原柴胡
RC 茂委員長
清水寿人 様
皆様、こんにちは。本日はガバナー補佐の引継ぎで来訪させて頂きました。１年間大
変お世話になりました。残り 2 ヶ月少々、引き続きご指導よろしくお願い致します。
相模原南 RC
栗林一郎 様
久しぶりに伺いました。皆様にはいつもお世話になりありがとうございます。今日
ガバナー補佐の引継ぎで清水ガバナー補佐と参りました。次年度もよろしくお願い
申し上げます。
津久井中央 RC
前沢弘之会員
清水ガバナー補佐、栗林ガバナー補佐エレクト、本日はありがとうございました。
色々つながりを感じさせて頂きました。もうしばらく、そして今後ともよろしくお
願い致します。
井上 旭会員
清水ガバナー補佐、栗林ガバナー補佐エレクト、ようこそ津久井中央へようこそお
越し下さいました。
清水ガバナー補佐には、この一年大変お世話になっております。
栗林ガバナー補佐エレクトにはすでに会長幹事会でお世話になっておりますが、来
期いろいろお世話になります。
小山里枝会員
本日は清水ガバナー補佐、次年度栗林ガバナー補佐、津久井中央へありがとうござ
います。一年が早いですネ！さて、先日の相模原かめりあ RC のチャーターナイト
に出席してまいりました。何と!!! ジャズピアニストは「コヤマ リエ」
（小山理恵）
さん。驚きました。やはり(？)美しい女性でした。ロータリアンではありませんで
したが、ご挨拶してきました。相模原南 RC の中村様、また写真をありがとうござ
います。嬉しいです。
吉野賢治会員
清水ガバナー補佐、栗林次年度補佐、ようこそ！人生 100 才時代、とうとう 4 分
の 3 が過ぎてしまいました。
佐藤祐一郎会員 清水 AG、栗林 AGE、ようこそいらっしゃいました。まだ終わった訳ではありま
せんが、清水 AGE おつかれ様でした。週末は地区研修協議会です。皆様よろしく
お願い致します。研修委員会最後のイベントです。
水野 茂会員
今日は楽しいのでスマイルします。
八木 勉会員
清水ガバナー補佐、栗林次年度ガバナー補佐、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。
杉本信一会員
清水ガバナー補佐、栗林ガバナー補佐エレクト、本日は御苦労様です。次年度も
よろしくお願いいたします。
池田豊文会員
清水様、栗林様、ようこそおいで下さいました。先日の相模原中クラブの 2000 回
記念例会ではお世話になり、ありがとうございました。生まれて初めてポールダ
ンスを見ました。スマイルします。
田畑和久会員
ガバナー補佐、エレクト、ようこそ。清水さんのスピーチが 1 年でとても達者に
なって、すばらしいと思いました。我がクラブには南クラブから中村準会員がお
ります。栗林 AGE もぜひどうぞ。ガバナー月信の 2 月の出席率が 5 グループで 1
番でしたのでスマイルします。地区でも E クラブを除くと 2 位でした。

