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職業奉仕：ロータリー理念のルーツ
　10月は職業奉仕月間です。
　「職業奉仕」とは、ロータリアンにとって、
また日本語としても、定義付けが難しい言葉
であり、故に多くの素晴らしい著述がありま
すので、今さら私の如きが語ることではあり
ませんが、地区の運営方針、そして公式訪問
で想いを語らして頂いた「洒落た いなか」は、
職業奉仕を重要な基盤としておりますので、
関連する部分について私見を述べさせて頂き
ます。

①ロータリーで解ったような、解らない
ような事、と言えば「職業奉仕」

　職業奉仕に関する定義や声明等によく用い
られるのが、職業の「道徳的水準・倫理的規範・
気品・精神」と言う言葉ですが、これらが全
くその通りで出てくる論文（哲学書）があり
ます。マックス・ウェーバーの「プロテスタ
ンティズムの倫理と資本主義の精神」です。
この論文が発表されたのが1904-05年で、ポー
ル・ハリスがロータリーを創立した年と一致
しています。何らかの関連があるのでしょう
か？
　マックス・ウェーバーによると、職業、産
業、労働という資本主義を構成する基本要素
は、キリスト教プロテスタント派の倫理、道
徳が基礎であるということです。
　思いますに、ロータリーの理念のルーツは
資本主義精神にあり、そして資本主義精神の
ルーツがプロテスタントの倫理にあったこと、
そしてそのプロテスタントの倫理の基礎が天
職（vocation）、我々の言う職業奉仕、にあっ

職業奉仕 と 洒落た いなか

国際ロータリー第₂₈₃₀地区

ガバナー　村　井　　　達

た、という分析が可能です。
　即ち、ロータリーの考え方のルーツが職業
奉仕にあった、逆ではない、ということを見
つけたり！　であります。

②社会の役に立つような気品のある仕事
　マックス・ウェーバーのこの論文は、非常
に難しい哲学書で、私自身よく解っていませ
ん。
　そこで、難しいことは省略して、職業奉仕
の考え方のルーツを敢えて一言で表現します
と「生きるために、社会の役に立つ仕事をし
なさい」であり、厳しく表現すると「働かざ
るもの食うべからず」であります。
　資本主義の基本は「人は食べていくために
働かなければなりません。そしてその仕事は
世の中の為になることでなければなりませ
ん」という精神である。すなわち「気品のあ
る仕事－社会の役に立つ仕事―を天職として
生活の糧を得ること」となります。
　現代風に表現すると「社会の役に立つよう
な気品のある仕事をすること」。これが「職
業奉仕 Vocational Service」であり、資本主
義の真髄である。従って、職業奉仕こそが、
資本主義、ロータリーが生存し、繁栄して行
くための基盤であり、要件である。という凄
いことなのであります。
　職業奉仕は「忘れられた、最早や不要な部
門」の言は、哲学・理念不在の論議でしょう。
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③ロータリーの奉仕とは「飢えている人
にパンや魚を与えるのではなく、小麦
の栽培の仕方、魚のとり方を教える」
という形であることが、「食べるためには
働きなさい」という天職、職業奉仕の考
え方に由来している、ということを見つ
けたり。

経済・社会の仕組みの大転換点

①従来の不況とは異質な現在の世界同時
恐慌
　1930年代の大恐慌は、経済学者ケインズ
の「有効需要」政策によって克服されました。
しかしその後、「もの」を大切にしない消費
優先経済により、有限な地球資源の濫費と環
境破壊を招きました。さらにその後、「もの」
の社会的実質的価値を大幅に上回るバブル経
済等を経験しながら、ついに2008年秋、サブ
プライムローンに端を発した地球規模同時経
済破壊が発生し、現在に至っております。
　従来の不況とは異質な現在の世界同時恐慌
は、世界が今、100年に一度の経済・社会の
仕組みの大転換点に立っていることを示唆し
ていると思われます。

②社会財
　私の父であるパスト・ガバナー村井幸吉は、
この世の中で、善意をもって、生産されてい
るものは、凡て「社会の貴重な共有財産」で
ある。従ってこれをいたずらに濫費したり、
破壊したり、減価したりすることは、社会に
対する反逆である…と考えておりました。
　汗と知恵を絞って生産された「もの」は「社
会財」であるわけですが、金融工学がリード
したアメリカ型過当競争拝金経済はこれを軽
視し、「もの造り」ではなく、「かね作り」の
虚構経済へと逸脱してしまった。結果として、
「もの」を基軸とした実体経済までをも破壊
し、経済価値の減価と消費マインドの悪化、
そして大量失業、企業倒産という恐慌状態を
生み出してしまいました。社会財を尊重しな

いことによる社会への反逆に対する報いであ
ると言えないでありましょうか？

③ロータリーの出番
　人間の愛と英知が造り上げた「もの」と
「サービス」の社会財としての重要性を再認
識した21世紀における新しい経済・社会の仕
組み創造が必要である愚考します。科学技術
レベルが高度になればなるほど「愛と英知」
のバランスの重要性が増すと言えましょう。
そして今、「経済・社会の倫理、人間の心」、
すなわちロータリーの考え方、が強く求めら
れています。すなわち、この新たな経済社会
の仕組みを築き上げるのに最も近くに居るの
がロータリーであり、正に倫理を重んじ、職
業奉仕を基盤とするロータリーの理念、４大
奉仕活動の出番なのであります。

「洒落た いなか」は新たな経済・
社会の仕組みの典型のひとつ？

　「洒落たいなか創り」には職業奉仕が基盤
となります。我田引水もいい加減にせい、と
叱られることを敢えて承知で述べますと、「き
れいな水、保健・飢餓救済、識字率向上」を
高度化した青森県版、すなわち「愛と英知の
洒落た いなか」は新たな経済・社会の仕組
みの典型のひとつと言えないでしょうか？
　そして、ロータリー型職業連結・事業連
結（職業、事業、会社が、各々の独立を尊重
しながら手を結ぶ）が過当競争拝金経済から、
健全な、愛と英知の経済・社会への移行、の
鍵を握ると言えないでしょうか？

完　　
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1Report 米 山 の 集 い
日　時:2009年８月29日㈯・30日㈰　1⓹:00～
会　場:カワヨグリーン牧場　　　　　　　　
参加者:米山奨学生 ６名、学友 ７名、交換留学生 １名
　　　　ロータリアン 2⓼名、計 ㆕2名（内宿泊者 19名）

米山記念奨学委員会
委員長　松　本　康　子

　ガバナー挨拶を頂いて、学友発足１年目の
総会が開催され、学友会の情況報告と決算、
年間計画等が報告されました。引きつづき奨
学生のその後、母国に戻りその発展に尽くす、
母国と日本との懸け橋として活躍する人、世
界平和や国際理解推進のために貢献する人な
ど、米山学友が活躍する姿をDVDにまとめ
た「心つないで、世界へ」（15分）が放映さ
れました。このDVDは心に深く刻まれるも
ので、ロータリアンの方々には是非みて頂き
たいものです。
　16：00 ～　海伝寺住職 岡田雄道様（ロー
タリアン）の講話「おいらせ町の歴史」があ
り、ロータリアン締め出しという異例な事も
岡田講師ならではの
事でした。
　夕食会はバーベ
キューと自由に交流
が深められ、田園の
すばらしい光景に、
奨学生・学友の絶讃
は勿論の事、洒落た
田舎を充分に味わっ
てもらい、さらにガ
バナー中心に宿泊者
一同が、更に盛り上
がり、時の経つのを
忘れてしまいました。

　30日は、バスにておいらせ町見学、川口パ
ストガバナーの名ガイドで進められました。
中でも桃川㈱工場見学が、試飲も含め心に残
る楽しいものでした。
　この度の米山の集いは、洒落た田舎で、愛
と、英知と、創造が、それぞれの胸に、心に
深く刻み、自分を見つめ、自分のなす事を知
る、良い集いだったと思いました。
　米山の奨学生・学友が一同に集まり、お互
いの交流が深められ、米山の名のもとで頑
張っていこう、と言ってくれた事が、米山委
員会として一番うれしい事でした。地区大会
を始め、これからのさまざまな活動、活躍に
期待しております。
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ゾーン₁︲₃ 識字率向上セミナー
日　時:2009年９月1⓺日㈬
場　所:兵庫県尼崎市　　

　　　　地区識字コーディネーター
　　富　岡　義　勝

2Report 

　これまでも各地で「識字セミナー」は行わ
れていますが、ゾーン１-３といえば日本全
国ということになります。「識字」の全国大
会が、９月16日、黒田正宏 RI 理事、重田政
信元 RI 理事のご臨席のもと、兵庫県尼崎市
で開催されました。出席者も北は北海道から
南は鹿児島まで、26地区の識字コーディネー
ター、WCS 委員長、国際奉仕委員長など合
わせて55名が一同に集合しました。
　開会のことばの中で、黒田 RI 理事は、韓
国でのコンピューター識字プログラムに触れ、
識字プロジェクトにも新しい領域があること
を示されました。重田元 RI 理事は、最新の
国連資料などを駆使して、環境、経済におよ
ぼす「識字率向上」の意義についてのお話を
され、最後に、識字は人類の「生き残りをか
けた」挑戦であると述べられました。
　つづいて、第2680地区（ホスト地区）より、
田中毅 PGと石井良昌 PGが、それぞれ「識
字率向上とCLE」、「フィリピンにおける３‒H
識字プログラム」について発表を行いました。
CLEは、未だ全国的に知られていないので、
田中 PGの分かりやすい、的確なご説明は参
加者にとって大変勉強になったことと思いま
す。第2680地区は５年ほど前からフィリピン
の識字に取り組み、大規模プロジェクトにの
み与えられる R財団の３‒H補助金を、見事
に獲得した最初の日本の地区です。石井 PG
や東昭二さんの献身的な活動で順調に２年目
を終了されたとのことです。
　各地区からの報告の中で、私は「識字プロ
ジェクトの可能性」と題して、最近ロータリー

の識字運動は「人道的」ばかりでなく「教育的」
性格を帯びてきていること、日本や台湾のよ
うな先進国でも識字プロジェクトをできる可
能性について述べました。第2660地区ではタ
イの小学校図書室の改修を試み、見事な環境
を子供たちに提供したことを写真で対比させ
ながら報告を行いました。第2680地区の原田
義之さんはWCSプロジェクトを契機に、自
らが教育者としてタイに赴任することになっ
た経緯を述べられ、今後は現地の様子をブロ
グで紹介していくそうです。
　質疑応答では、WCS では現地視察が重要
であるが、現地にできるだけたくさんのロー
タリアンを連れて行く効果的な方法がないも
のかを問うものや、ロータリー・クラブがな
い国への援助の方法などが話題になりました。
　午後２時に始まったセミナーは予定通り、
４時半に終了しましたが、参加者の満足度が
伝わってくるようなセミナーであったことを
最後に付け加えておきたいと思います。
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文庫通信文庫通信

265号

　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして1970年に創立され
た皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利
用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご
紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページ
で PDFもご利用いただけます。クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備
えてありますのでご活用願います。
　以下資料のご紹介を致します。

ロータリー情報　ーガバナー月信他からー

◎「ロータリーの魅力について」 牧田　静二［2009／２ｐ（D.2620)］

◎「大連RCの『ロータリー宣言』（大連宣言）について」
 岩渕　　均［2009／２ｐ（D.2770)］

◎「よねやま雑感」 板橋　敏雄［2009／１ｐ（D.2550)］

◎「三井報恩会（初代理事長米山梅吉）の結核撲滅と救癩援助」
　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川　了［2009／３ｐ（米山梅吉記念館館報)］

◎「概説―我が国に於ける戦前のロータリー運動」　　　 金子　秀隆［2009／６ｐ］

◎「ロータリーを語る―ロータリー鼎談」
 足立　功一（コーディネーター）［2009／４ｐ（D.2500 IM報告書)］  

［上記申込先:ロータリー文庫（コピー／ PDF）］

◎「ロータリアンが取り組んだ平和への道標」 坂本　俊雄［2009／41・42ｐ］  
［申込先:レオパオラ　FAX（0₄2）₆22︲₇2₇₁］

◎「素晴らしい出逢い　よき師、よき友は人生の宝②」　戸田　　孝［2009／228ｐ］  
［申込先:D.2660　FAX（0₆）₆2₆₄︲2₆₆₁］

〒10⓹⊖0011 東京都港区芝公園2⊖6⊖15 黒龍芝公園ビル3階
TEL⎝03⎠3433⊖6456・FAX⎝03⎠3459⊖７506

http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前10時～午後５時　　休館＝土・日・祝祭日

ロータリー文庫ロータリー文庫ロータリー文庫問い合わせ
申し込み先

お
せら知 2009年10月のロータリーレートは､

1ドル90円です。

ＲＩウェブサイト上で毎月のロータリー
為替レートを確認できます。

ロータリーレート
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2009 年 9 月 11 日発行 [月刊] 
（財）ロータリー米山記念奨学会 

8 月までの寄付金は、前年同期と比べて 7.2％減、約 2,260 万円の減少となりました。普通寄

付金が 0.2％減、特別寄付金が 19.8％減で、特別寄付金の減少幅が更に広がり、最近 10 年間で

は最も厳しい状況です。 

10 月は米山月間です。事務局では様々な資料をご用意しています。卓話やセミナーなどで使用

する寄付金データのご希望がありましたら、ご用命ください。なお、この度送付する月間用資料

にも寄付に関する項目がありますので、ご活用くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

2009年度第1回の評議員会および2009年度第1回・第2回の理事会が、それぞれ8月30日（日）、

グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区）にて開催されました。 

午前の評議員会には、全国から 52 名の評議員が出席し、常務理事会役員および監事、名誉理

事長など 12 名が列席しました。互選によって、議長には多田宏評議員（第 2580 地区ガバナー）

が選出されました。 

午後の理事会は、新旧の理事・監事合わせて 38 名が出席、末永直行・島津久厚両名誉理事長

が列席して、2008 年度までの理事・監事による第 1 回理事会と、2009 年度からの理事・監事に

よる第 2回理事会が開催されました。 

【評議員会の主な決議】 

・寄付行為の一部変更案の承認：奨学生対象国をアジアだけでなく世界各国に広げるため、1990 年に

『寄付行為：目的』の変更を行ったが、この点をより明確にするため、条文を改定する。 

・2008 年度事業報告・決算報告の承認：それぞれ原案通り承認 

【第１回理事会における主な決議】 

・寄付行為の一部変更案の承認：同上 

・2009 年度選考委員会委員の選任：原案通り 6 名を選任 

・2008 年度事業報告・決算報告の承認：それぞれ原案通り承認 

【第２回理事会における決議】 

・2009 年度役員の選任：役員候補者指名委員会を代表して、重田

政信委員長から答申された以下の役員候補者を承認 

理事長： 板橋敏雄氏（2550） 

副理事長： 金子千侍氏（2570）・仁田一也氏（2710） 

常務理事： 平山金吾氏（2790 *��）・高木貞一郎氏（2840）・三井章義氏（2600 *��）・ 

近藤雅臣氏（2660） 

・任期満了の理事に対する感謝：退任理事への感謝状贈呈 

当日は、理事・評議員の合同昼食会後、重田政信元国際ロータリー（ＲＩ）理事から 20 分間

の講演を頂きました。重田元ＲＩ理事は、米山記念奨学事業の歴史と位置づけを紐解き、青少年

交換学生や米山記念奨学生との交流経験から、「若者に蒔いた種は必ず生える」、「人を感動させ

るには、まずご自分が感動しなければならない。ぜひ奨学生との交流を通じて、感動の経験を積

んでください」との言葉で講演を結びました。理事会終了後は、2008-09 年度寄付金実績上位の

地区やクラブに対して、板橋敏雄理事長より感謝状が贈呈されました。 

 

寄付金速報 ― 10 月の米山月間に向けて ― � 

理事会・評議員会開催報告 ― 新理事・評議員を迎えて ― � 

重田政信元 RI 理事が 20 分にわたり講演



10 Governor’s Monthly Letter

第 10 回韓日・日韓親善会議が 9月 4日～5日にソウルで開催され、当会から板橋敏雄理事長と

私、坂下が参加して参りました。米山記念奨学会関連のご報告を致します。 

第二日目の 5 日に約 40 分間、米山記念奨学事業について 3 人がスピーチをしました。まず、

板橋理事長が事業の現況、そして韓国出身学友の活躍を紹介しました。特に、その前日、元駐日

韓国大使の崔
チェ

相
サン

龍
ヨン

氏と面談した際のエピソードや、金
キム

玄
ヒョン

勲
フン

氏が運営する福祉施設を見学した際

に受けた感銘を熱く語り、改めてカウンセラー制度の意義と重要性を訴え

て会場の感動を呼びました。 

2 人目は、韓国の祥明大学教授であり、ニューソウルＲＣ会員として活躍

する米山学友、柳
リュウ

京
キョン

子
ジャ

さん（1981-83／北茨城ＲＣ）が登壇。途中、お世

話になった第 2820 地区の北茨城ＲＣ、土浦ＲＣ、筑波ＲＣへの感謝を表す

ため、わざわざ演壇を降りて深々と頭を下げた姿が印象的でした。帰国前、

「ロータリアンになって地域社会と世界平和に貢献したい」と決意した通り、

今、ロータリアンとして奉仕を実践。韓国米山学友会の副会長も務める柳さんは、日韓両国のさ

らなる関係改善、そして世界平和のために「私たちロータリアンが手を携

えて進みましょう」と呼びかけました。 

3 人目は、第 7 回親善会議でもパネリストとして参加した黄
ファン

セミさん

（2001-02／東京南ＲＣ）です。奨学生当時のエピソードに触れ、「ロータ

リー米山記念奨学金が心と心のつながりについて教えてくれ、私の視野を

広げてくれた」と、感謝の言葉を述べました。そして、反日感情の強い父

親が自分に「おまえの時代はわれわれとは違う。日本へ行って自分の目で

学びなさい」と言って送り出してくれたように、いつか自分の娘へ「固定観念に縛られず日本を

見なさい。そしてそこに行って直接学んで、生き方や考え方を感じなさい」と話してあげたいと

語り、会場から大きな拍手を受けました。 

米山記念奨学事業を通して、日本と韓国の「心と心の交流」が深まっていることを両国のロー

タリアンが実感した一日でした。（事務局長・坂下博康） 

 

 

 

 

 

１ 豆辞典 ---------------------------- 全会員数分＋1部 

（プレゼンテーション用パワーポイントは、地区米山奨学委員長・ガバナー事務所へメール

でお送りしますが、ご要望があればお気軽にお問い合せください） 

２ クラブ米山奨学委員長の手引き ------ 1 部（クラブ米山奨学委員長用） 

３ 「寄付金マニュアル抜粋版」 -------- 1 部（クラブ事務局用） 

４ 2008 年度事業報告書 -------------- 1 部 

５ 2008 年度事業報告書 統計・資料編 - 1 部 

６ 2008 年度 決算報告 --------------- 2 部（クラブ会長・クラブ米山奨学委員長用） 

 
 

 

 

 

（財)ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 
 黒龍芝公園ビル 3F 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 
E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
編集担当：野津

の づ

・峯
みね

 

“よねやま”で深まる日韓の心 ― 第 10 回韓日親善会議 ― � 

今年も下記の米山月間用資料を全ロータリークラブへお届けします（9 月 18 日発送完了）。 
クラブ�長もしくはクラブ米山奨学委員長は��お��しく�さ�。理事、ガバナー、評議員、
専門委員、地区米山奨学委員長・委員の皆さまにもお送りします。 

ま も な く 、 米 山 の 資 料 が 全 ク ラ ブ へ 届 き ま す



Governor’s Monthly Letter 11

（2009.9.30現在 ）

入会会員　（SP=スポンサー）　

会員動静

赤坂　幸延さん
09年７月1日入会
SP:佐藤勇一会員

十和田八甲RC

太田　格道さん
09年9月2日入会
SP:外崎寧江会員

十和田八甲RC

嘉山　徹也さん
09年8月5日入会
SP:笹垣正弘会員

八戸RC

姉帯　孝市さん
09年７月1日入会
SP:外崎寧江会員

十和田八甲RC

鈴木　　彰さん
09年8月5日入会
SP:熊坂　仁会員

八戸RC

佐藤　博英さん
09年8月5日入会
SP:菊地正敏会員

八戸RC

寺澤　吉徳さん
09年8月７日入会
SP:菅原章夫会員

八戸東RC

稲田　　成さん
09年8月5日入会
SP:村井　達会員

八戸RC

板垣　哲雄さん
09年７月1日入会
SP:石川正憲会員

十和田八甲RC

小川　秀樹さん
09年７月1日入会
SP:成田一郎会員

十和田八甲RC

退会会員

青森RC	 小松　則夫さん	 2009.８.31
五戸RC	 赤坂己治奥さん	 2009.８.31

物故会員　謹んでご冥福をお祈りいたします

林　　　積さん
八戸南RC

09年8月14日ご逝去
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2009年10月　行事予定表
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2009-2010年度　８月出席報告


