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2021-22年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 

国際ロータリー第 2660地区 2021-22年度ガバナー 吉川秀隆  

4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

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 

◆次回の例会プログラム◆ 
２０２2年 2月 17日（木） 第 2506回例会 

   ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 
    ハイブリッド例会（メイプルホール内講義室） 

◆前回例会◆ 

 2022 年 2 月 3日（第 2504 回例会） 
ハイブリッド例会（メイプルホール内講義室） 
 

 

（出席報告）     

 会員数 27 名 出席者 20（講義室 10 名 Zoom10 名） 

 出席率 83.33％ 

 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

 皆様こんばんは 久しぶりのハイブリット例会で、実際の

参加者と、ズーム参加者の双方のニーズを満たし、このコ

ロナ感染拡大の状況で安心安全で便利な例会が開催が

できることに、段取りをしていただいた山本幹事、永島さん

に深く感謝を申しあげます。 

 まずは皆様ご承知かと存じますが、先日地区補助金事業

で箕面市に寄贈したフォトスポットでの成人祭の記念写真

が、箕面市全戸配布のもみじだより 2 月号の表紙を飾った

ことをご報告申しあげます。週報に掲載しております。ロー

タリークラブのロゴが箕面市広報誌に小さく載っております。

ロータリークラブの公共イメージ向上に寄与することと確信

しておりますし、来年以降も継続して掲載されることを願っ

ております。 

さて本日は節分です。節分と言えば豆まきと恵方巻。 

今でこそ、節分の風習として全国的に一大行事となった

「恵方巻」についてお話したいと思います。恵方巻の発祥

の地は大阪とされています。恵方巻は大阪における節分の

風習としても、決してメジャーなものではありませんでした。

大阪歴史博物館が収蔵資料に、昭和 15（1940）年に大阪

市内に存在した寿司店「美登利」が配布した、恵方巻に関

する引札（チラシ）が残っているそうです。「毎年節分の日

にその年の恵方に向つて巻寿司の丸かぶりすると大変幸

運に恵まれるといふ習しが昔から行事の一つとなってゐて

年々盛になつてゐます」とあります。また、同館には昭和 7

（1932）年に大阪鮓商組合によって作成された同様のチラ

シも残っているとのことで、これらは現存する恵方巻に関す

る史料としては最古のものと言われています。昔から大阪

には、節分に巻き寿司を恵方を向きながら丸かじりするとい

う風習があったようですが、しかし、その巻き寿司は、恵方

巻とは呼ばれていませんでした。大阪で一般化したのは昭

和 40 年代末頃のことであり、全国的に普及したコンビニエ

ンスストアーが出現した昭和から平成に変わる頃のことで

1983 年、コンビニ大手のファミリーマートが、大阪と兵庫の

店舗で、節分に食べるための太巻き寿司を最初に販売し

たとされています。ただ、その名は恵方巻ではなかったよう

だ。恵方巻という名前をつけたのは、コンビニ大手のセブン

イレブンのオーナーだったとされ、1989 年に、節分の時期

に販売する太巻き寿司の商品名を「恵方巻」としたのが、そ

の名の由来とされているそうです。昔から日本の風習で恵

方巻があったように誤解しますが、実は約 30年前にできた

ものというのが面白いなと思いました。 

 さて、嬉しいことがありました。私は月 2 回山本幹事ととも

に、木曜日朝のビジネス会をしておりますが、昨年、当クラ

ブ挨拶でもご紹介した、新渡戸稲造の「武士道」をそこでも

ご紹介したところ、今年に入って、30 歳過ぎの若いメンバ

ーが、「浦さん武士道読みました！めっちゃ心が熱くなって

同世代に読むように勧めています。」と言われました。また

今朝の朝会でもとある本をご紹介したところ、同じく別の若 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２2年 2月 10日（木） 第 2505回例会 

     卓話： 青 敬祐 会員 
     『私がこの世と別れる日』 

ハイブリッド例会（メイプルホール内講義室） 
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い人が「すぐ読みます」と言ってくれました。また以前別の

会長挨拶で、私がお客様から御入金をいただくと、すぐに

お礼の電話やメールをする話をしたと思いますが、先日、

人羅さんとお仕事をし、報酬をお振込みしたところ、人羅さ

んからすぐにご入金お礼のラインをいただきました。これは

ご本人には確認しておりませんが、おそらく私の話の影響

があるのではないかと勝手に推察しております。事例数は

少ないですが、他人に良い影響を与えながら生きていけた

ということが、直接が実感でき、とても嬉しく思いました。こ

れからもこの会長職を通じて、少しでも人に良い影響を与

えられる人間であり続けられるよう努力したいと思いました。 

会員の皆さまコロナ感染がいまだ拡大しておりますが、

正しく恐れて、この週末も寒さが厳しくなるようですので、く

れぐれも体調管理にご注意いただきたく存じます。 

 

◆幹事報告◆              山本貴雄 

 ・2月例会予定（当初のプログラムから変更となっております） 

   

  10日 卓話 青敬祐会員 ハイブリッド例会 

   17日 ガバナー補佐訪問・クラブ協議会ハイブリッド例会 

   24日 卓話 浜地誠会員 

 

◆SＡＡ報告◆             庄司修二 
ニコニコ 
西脇悟会員：今日は節分、コロナよ飛んでいけと豆をまき 

たい心境です 
浦収会員、庄司修二会員、西脇悟会員 
米山奨学会 
西脇悟会員、庄司修二会員、木村知也会員、 
ロータリー財団 
西脇悟会員、庄司修二会員、木村知也会員、浦収会員 
ポリオ 
 
◆理事役員会報告◆ 
 
  ２０２２年２月３日（木） 例会終了後 
 
 審議事項  

・入会希望者について→承認 
   ・入会予定者について→承認 
   ・3/3移動例会開催について→承認 
   ・細則変更案について→承認 
   ・箕面市献血デーについて→今回は受託で承認 
   ・2022-23年度クラブビジョン・戦略計画について 

→承認、これを素案として進める 
 
 報告事項  
   ・1/13 移動例会収支報告について 
 
 その他  
   ・創立記念例会について 
   ・入会促進チラシについて 
 

◆次年度地区委員依嘱状 授与◆  
 
                 ローターアクト委員会 山本貴雄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆米山奨学金 授与◆ 
 
                米山奨学生 イアン パンニャー様 
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◆卓話◆ 

『箕面 RC の国際奉仕の指針に関する提案』 

国際奉仕委員長 西宮富夫 

＜指針＞ 

箕面ロータリークラブは「I serve の国際奉仕」も「We serve の国際奉仕」も推奨する。なお、

「I serve の国際奉仕」はロータリアン一人一人の判断で実施するので、「プロジェクトの品質」

に留意すべきである。 

＜指針提案の理由＞ 

1.地区国際奉仕委員会の国際奉仕の標準は「We serve の国際奉仕」 

●RID2660 地区国際奉仕委員会アンケート（の一部） 

人道的国際奉仕以外(姉妹

クラブ等との交流 etc) 

人道的国際奉仕活動 (国際奉仕プロジェクト） 

活動内容 姉妹・友好ク

ラブ名 

プロジェク

ト名：内容  

実施国     

ﾎｽﾄﾊﾟｰ

ﾄﾅｰ 

国際ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

他の協力ｸﾗﾌﾞ 

事業総額    

ｸﾗﾌﾞ拠出

金 

補助金

申請  

 

地区国際奉仕委員会は毎年各クラブに上記のアンケートを送っているが、内容を見ると、地区国際奉仕委員会

が標準としているのは、クラブの会員がまとまって行う「We serve の国際奉仕」プロジェクトであることがわか

る。 

地区はロータリー財団の補助金を使って、ロータリーの目的である奉仕の理念を実践する「訓練の場」を提供

する必要があるからと考える。しかし、補助金を必要とする国際奉仕活動以外の国際交流などについても記載す

る欄があるので、プロジェクトに成っていない国際奉仕も記載してもらい、各クラブの国際奉仕活動を把握して

いると思われる。 

しかし、アンケート全体からは、地区国際奉仕委員会が標準とする国際奉仕は補助金を必要とする国際奉仕プ

ロジェクトであり、そのような「We serve の国際奉仕」が最も重要と考えていることが伺える。そのため、クラ

ブが国際奉仕プロジェクト案を思いつかない場合、地区国際奉仕委員会の標準に満たないと考えざるを得なくな

るのである。 

 

2.「I serve の国際奉仕」はロータリー精神に適う 

ところが、国際ロータリー（RI）は「I serve の国際奉仕」も重視している。 

ロータリーの基本理念「ロータリーの目的」第 3 は次の通りである。 

 

 

 

 

 

「ロータリーの目的」は「ロータリアン一人一人が奉仕の理念を実践する」こととしている。これを国際奉仕

に当てはめると、クラブが行う「We serve の国際奉仕」のみならず、「I serve の国際奉仕」も推奨していると考

えることができる。例えば、ロータリアン一人一人の国際奉仕プロジェクトへの寄付・参加などである。 

また、「社会奉仕に関する 1923 年の声明」の（6）ｇ）にも同じ内容が書かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★手続要覧 ロータリーの基本理念 「ロータリーの目的 」第 3 

ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉

仕の理念を実践すること。 

 

★手続要覧 ロータリーの基本理念 

「社会奉仕に関する 1923年の声明」（決議 23-34）（6）ｇ） 

クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業よりも、広くすべての

ロータリアンの個々の力を動員するもののほうがロータリーの精神によりかなってい

ると言える。それは、ロータリークラブでの社会奉仕活動は、ロータリークラブの会

員に奉仕の訓練を施すために考えられたいわば研究室の実験としてのみこれを見るべ

きであるからである。 
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 ロータリアンがクラブでまとまって行う奉仕活動はロータリーの練習のためなのであり、ロータリーの精神を

学ぶための訓練なのである。そして、ロータリアン一人一人が力を発揮する奉仕活動の方がロータリーの精神に

適っており、それはクラブでまとまって行う訓練とは違うものであるとしている。 

「I serve の国際奉仕」がまさにそれである。例えば、ロータリアン一人一人が信頼できる国際団体のプロジェ

クトに寄付することは、ロータリーの精神に適った国際奉仕といえる。確実に実施されるプロジェクトへの寄付

であり、特定目的のプロジェクトにのみ活用される寄付であり、持続的なプロジェクトへの寄付ならば、その寄

付は形こそ違うものの、「We serve の国際奉仕」に等しいかまたはそれ以上の品質の奉仕活動といえる。 

ところで、国際奉仕とは「他国の人々を助けることを目的としたクラブの活動やプロジェクトに協力すること」

と定義されている。 

 

 

 

 

 

 

この国際奉仕の定義から、ロータリアン一人一人のプロジェクトへの寄付・参加などの国際奉仕も「クラブに

協力する」形になっていることが必要である。もちろん、「We serve の国際奉仕」は直接クラブのプロジェクトに

協力する形となるので国際奉仕の定義に適っている。 

ところで、この定義は「I serve の国際奉仕」と「We serve の国際奉仕」を区別していないし、クラブには元々

国際奉仕が備わっていることから、ロータリアン一人一人が自分の判断で行う国際奉仕も本来はクラブに協力し

ているはずである。しかし、現状ではロータリアン一人一人が実施する国際奉仕は、標準の「We serve の国際奉

仕」と形に違いがあり過ぎ、国際奉仕か否か、悩まざるを得ないところがある。「I serve の国際奉仕」の形が明

確になっていないからである。よって、クラブがロータリアン一人一人の行う「I serve の国際奉仕」の具体例

を示し、国際奉仕であると推奨するのが良い。 

 

3.「I serve の国際奉仕」は「プロジェクトの品質」に留意すべき 

私は「I serve の国際奉仕」の具体的な形を明確にするために、2 つの国際団体※に寄付した。「I serve の国際

奉仕」の形としては「品質の高いプロジェクトを実施する国際団体への寄付が最もわかりやすい」と判断したか

らである。 

いずれにも「ロータリアン+会員名」で領収書をお願いした。しばらくして 2 つの国際団体から領収書が届いた。

確定申告で寄付金を控除対象とするため、領収書が送られてくるのである。WaterAidJapan は「ロータリアン+個

人名」での領収書でしたが、国連 WFP は「個人名」の領収書でした。 

そこで「I serve の国際奉仕は 2 種類」あると判断した。ロータリアンと名乗ることができる国際奉仕と、会員

名のみの国際奉仕の 2 種類である。確かに「ロータリアン+個人名」としての寄付ならば「クラブの活動に協力」

していることを明確にしやすいが、個人名の領収書だけでは「クラブの活動に協力」しているかどうか判断が難

しいところがある。 

しかし、個人名の領収書もそれ自体、「プロジェクトの品質」が標準かまたはそれ以上であることの証拠となる。

（例えば、個人名の領収書を発行する国連 WFP はノーベル平和賞を受賞した国際団体なので、必要なら、領収書

によって第 3 者にも標準以上の品質の信頼できるプロジェクトへ寄付したことを示すことができる。） 

もちろん、寄付以外にも、他国の人々を助ける「品質の高いプロジェクト」に個人的に参加するなどの国際奉

仕も「I serve の国際奉仕」と考えられる 

よって、「プロジェクトの品質」或いは領収書を判断基準として、クラブが 2 種類の「I serve の国際奉仕」と

も他国の人々を助ける国際奉仕と推奨すれば、クラブが実施するプロジェクトがない場合でも、クラブ会員がよ

り自由に国際奉仕できることになる。 

これは箕面ロータリーの戦略的特徴となると考える。 

          
 
 
 
 
 
                                                                                              以上                                                                                                                                                                                                                             

※私が寄付した 2つの国際団体 

★WaterAid＝水・衛生専門の国際 NGO、34ヶ国で活動 

★国連 WFP＝飢餓・貧困専門の国連機関、88ヶ国で活動、2020年ノーベル平和賞 

 

 

★手続要覧 ロータリーの基本理念 「五大奉仕部門」の 4 

奉仕の第四部門である国際奉仕は、（中略）他国の人々を助けることを目的としたクラ

ブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々に（中略）会

員が行う活動から成るものである。 

 


