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11月≪ロータリー財団月間≫ 例会プログラム＝ゲストスピーチ 

                     於：ロワジールホテル旭川 15Ｆ シャルム 

（11月 20日 1013回例会の記録） 

開 会 宣 言 宮永 SAA  只今から、第 1014回例会を開催致します 

ゲ ス ト 紹 介   〃     小柳会長、点鐘をお願いします！ 

本日のゲストの紹介をお願い致します。 

会  長  挨  拶 小柳会長 

皆様こんばんは。後ほどのオリエンテーションの中で、小野寺

会員担当の「社会奉仕の実践、活動事例」で発表いただく、 

旭川 UC の竹山恭平さん、興齋稚葉(ユサイワカバ)さん、はしっくすの林 広尚さん

をご紹介します。 後ほどよろしくお願い致します。 

改めまして皆様こんばんは。お仕事が終わってからの夜間例会お疲れ様です。 

今週の月曜日１７日に第３分区の会長幹事会がございました。 

今年度の RI ゲイリーC・K・ホアン会長が提唱されております「ロータリーデー」

を分区全体で取組みましょうという案件が各クラブに下されておりまして、うちのクラブは今月６日の理事

会で承認されておりましたが、この度の会長・幹事会におきまして第３分区全体でも承認されゴーサインが

出ました。 実施要領は、「分区制度」施行５０周年の記念にかぶせてロータリーデーとし、旭川空港の敷地

内に桜・ツツジの植樹をするというものです。 実施時期は２０１５年５月上旬の予定です。 

これからガバナー補佐・各クラブ会長・幹事で実行委員会が構成される様です。 

会員の皆様のご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。 本日は例会後の会員研修委員会によります

オリエンテーションです。 共に学びましょう。宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

ビジター紹介 11月 20日 旭川 RC 2名、 旭川西 RC 1名、 旭川北 RC 1名、 
 

会務報告・委員会報告 ありません 
 

ニコニコＢＯＸ ありません（親睦委員会）       ※11月 20日現在 累計 202,690円 

 

メイクアップ 友重例会運営委員長 

11月 5日 笹川和廣会員（下関西 RC）、 

11月 19日 脇坂慎一会員（旭川北 RC） 

  11月 20日 井上雄樹会員・小野寺康充会員（旭川東北 RC） 

 

出 席 報 告 友重例会運営委員長 
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第 1013回(11月 20日)例会  第 1011回(11月 6日)例会  

 総   員  26名    総   員  26名   

出   席  22名    修 正 出 席  24名   

 出 席 率 84.62％     修正出席率  92.31％   
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オリエンテーション 石川会員研修委員長 

2014-2015 年度 第１回 会員オリエンテーション  開会挨拶 

司会の 会員研修委員会の佐々木靖文です。 

皆様ご起立お願いいたします。“本日の心得”を私の先達に続いて唱和お願いいたします。 

“ロターリーに積極的に参加して、理解を深め、楽しみましょう。 

・・・皆様ありがとうございます・・・ 

 

ここで、会員研修委員会の石川委員長にご挨拶をお願い致します。 

「本日は今季初めての会員オリエンテーションにご参加くださいまして有難うございます。研修会終了後

二次会も設定されていますので、楽しいオリエンテーションとなります様お願い致します。」 
  

【1】ロータリー精神と活動について 竹村陽子会員組織委員長 

ロータリーとは、地域社会

のボランティア達の世界的

なネットワークであり、 

現在 165 ヵ国 120 万の事業

及び専門職務の指導者の組

織団体で、世界の貧困、保健、

飢餓、非識字環境など非常

に重要な問題に取り組んでいます。 

特に開発途上国の何千万何百万という人々に医療、

医療備品、飲用水、食料、職業訓練、教育等を提供

するクラブのプロジェクトを支援してくれます。 

例えば当クラブの奉仕活動からご紹介しますと、

H20～21 年度にインドネシア、スラバヤ地区 RC と

MRC が「母性環境保護」に関するプロジェクトを 3

年間に渡ってマッチンググランドで実施し、最終年

度には飛弾野さん、竹澤さん、竹村でスラバヤ RC

に訪問し成果を見てきました。 また今年度は、 

タイのカンチャナブリと MRC とで水の浄化プロジ

ェクトを実施、多分完成式にはご招待があるものと

思われますので、ぜひ皆さんで参加したいと思って

います。 

既にご存知のように、ロータリーは世界の平和を築

く為に国際留学のための奨学金や交歓プログラム、

人道的補助金を通じて世界の理解を築いています。 

世界 110 ヵ国で 35,000 人の学生が国際親善学生と

して海外の研究に携わっていますし、ロータリー研

究グループ交歓（GSE）では、45,000 人以上の専門

職務に携わる若者が、他国の同じ専門職務分野につ

いて研究するのを支援しています。 木村君と私は、

一緒に一ヶ月間ほどタイランドへ滞在、勉強してき

ました。 （私と二人きりではありませんよ。隊員は

全部で 4 名です。笑） 

次にポリオについてお話したいと思います。皆さん

もきっと関心が深いことと思いますが、ポリオ撲滅

については、皆さんの会費の中より上期 1,000 円、

下期 1,000 円を毎年頂いていて活動しています。 

1985 年ロータリーは、世界中の子ども達に対して

壮大なプログラムを開始、1988 ポリオの発症は、

99％減じるまでになり、この伝染病の撲滅を目前と

しています。 またロータリーは国連創設の際に 50

名余りのロータリーの会員が代表および顧問とし

て活躍、現在でもロータリーは非政府組織としては

国連で最も高い顧問の地位を有し、国連内での発言

権を持ち、いまもなお世界中の人々や資源に働きか

ける活躍ができているのです。 

ロータリーの女性史について 

ここ何年か RI 会長方針の中に必ずといってよい 

程、女性会員増が課題に掲げられていますので、 

ロータリーにおける女性史について少々語らせて

頂きたいと思います。 

ロータリーは 1905 年の創立以来、84 年間男の砦で

あり続けた理由は、 

1. 自分達は男性のクラブに入会したのだという考

え。 

2. 女性がロータリーに入ったら、食事をしながら

冗談を言うことができなくなるから。 

（どんな冗談をいいたいのでしょうね？笑） 

3. 女性がいたら妻がロータリーの会合に行かせく 

れないだろうという考え。 

以上の理由は旭川近郊の話ではなく、ロータリー誕

生の地アメリカでの最初の頃にあった本当の話な

のです。 



1978 年にカリフォルニア州のデュアルテ RC が、

定款に真っ向から違反して 3名の女性を会員とし

て受け入れました。 すると国際ロータリーは、

同クラブの認証を取り消したのです。 このこと

がその RC と 3名の女性達による訴訟事件へと発

展しました。 結果デュアルテ RC は、事業体と

同じ分類に属するという判例を拠り所にして 

女性の入会の正当性を主張しました。  

簡単に言えば、事業体が性別、人種、皮膚の色、

宗教、出身国などを基に差別できないということ

です。 長年の裁判の結果、1987 年に米国最高裁

判所は、デュアルテ RC の認証を取り消すことは

できないと判決を下し、ロータリーの議会である

規定審議会は、RI の定款から「男性」という言葉

を削除するに至りました。  

【2】旭川モーニングロータリークラブの定款と細則について 石川千賀男 会員研修委員長 

今年度の活動計画書の巻末に今年度の定款、細則、内規 他とあります。 

次ページを開くと我がクラブの定款があります。 

大抵の皆さんは巻末ですし、細かい字で書いてあるので、あまり読んでいないのではない

かと思いますが、実は重要なことがかかれています。 これを全部やると二次会が出来な

くなりますので、この中の特に重要なことだけ抽出してお話ししたいと思います。 

第３条のクラブの所在地域 美瑛と上川が入っていませんが、ここにかかれている５町村

も会員の対象になっています。鷹栖町、比布町、当麻町、東川町、東神楽町 

第５条 五大奉仕とは、クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕 

第７条 会員身分・第８節公職に就いている人、これは理解しづらいですが、対象となるのは市議会議員の

高見さんですが、その前職が農業で登録されているので問題ないと言うことです。 

第９条 出席 第１節一般規定会員が出席とみなされるのは、その例会の時間の少なくとも６０％、いわゆ 

る３６分以上、厳密に言うと８：０６まで、いないと出席にならない。  

どうしてもの場合は理事会の承認を得る理由がなければならない。 

ａ．例会の前後 14 日間以内に、メークアップをすれば欠席にならない。 

第３節 出席の免除 

理事会は、正当な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。 出席規定の免除は最長１２ヶ月、健康上の

理由等で、延長することもあるがあくまでも理事会できまる。 

第１０条 第２節 理事役員の権限 

理事会は全役員全委員会に対して、総括的管理権を持つものとして、正当な理由がある場合は、そのいずれ

をも罷免することができる。 

第１２条 第３節 終始、会費不払い。  

前期については、私が会計ですので、全員の会員に入金いただいておりますが、所定の期限後３０日以内に

会費を納入しなければならない。 幹事が書面をもって催促をし、催促後 10 日以内に会費が納入されなけ

れば、理事会のもと会員身分を終始してもかまわない。とあります。このことは会計をやってみるとわかり

ます。 

第４節 終始 欠席 

Ａ．出席率 会員は各半期間において、メークアップを含むクラブ例会または衛生クラブ例会の出席率が 

５０％に達しているか、クラブのプロジェクト及びその他の行事や活動に少なくとも１２時間参加しなけれ

ばならない。  

Ｂ。参加率  会員は各半期間においてクラブ例会総数の３０％に出席しなければならない。 

Ｃ。連続欠席 連続４回を欠席又、メークアップしていない場合。 

理事会は過半数によって、会員の会員身分を終始することができる。 

第１３条２節 支持の禁止  本クラブは公職に対するいかなる候補者も指示または推薦してはならない。 



細 則 

第2条 理事会 8名からなる理事会とする。 

その他 慶弔内規、会計内規、表彰内規、財団認証ポイント内規、ニコニコボックス内規をよく読んで、 

次に該当された方はニコニコボックスへ多くの献金をして下さい。 

ゴルフ愛好会内規など、時間のあるときにじっくりと読んで下さい。 まあ、世の中、何にでも決まりがあ

ります。 またその決まりの中に、一応、ロータリアンとしての自我を高めるためにも、人を育てるために

も守るべきことはきちっと守るべく、 定款とか細則はロータリーのルールです。 

最後になりますが、１９２８年、今から８６年前、満州に大連ロータリークラブがあった時代。ロータリー

宣言という歴史的な文書があります、「５つの宣言」がありますが、その 4 番目に「義を以て集まり、信を

以て結び、切磋し琢磨し、相扶け、相益す。これ吾人(ロータリー)団結の本旨なり、然れども、党を以て厚く

することなく、他を以て拒むことなく、私を以て党するものにあらざるなり。」  

ご静聴ありがとうございました。 

【3】入会して 3 年以内の三方にロータリーに入会しての感想を含めて発表（発表順が変わりました） 

3、社会奉仕の実践、活動事例 小野寺康充会員 

≪発表者：旭川ユナイテッドチルドレン 2 名、はしっくす 1 名≫ 

UC（ユナイテッドチルドレン） 竹山恭平君 

・ UC は大人の方のサポートを受けてはいるものの、ほぼ全ての

企画から運営までを中高生で行っている。 

・ メンバーは 20 人程度。2 週間に一度の会議。UC にはお金がな

い。最近は他団体と合同で活動することが多い。 UC のメンバー

は旭川が大好きで、とても活動的な人がたくさんいる。 

UC（ユナイテッドチルドレン 與齊稚葉さん 

・ 「学生一人の力では難しくても団結すれば街を活性化出来るのでは」というのが UC のはじまり。 

・ 学生が団結して活動し、最終的に未来へ羽ばたく人間を作るのが UC の根本的な理念。 

・ 旭川 UC の設立は 2009 年で、夏フェスや冬祭りの他に学生やその他市民の方と繋がりを持ち,UC とし

て活動している。 

はしっくす 林広尚君 

・ はしっくすとは：はしっくすは、「旭川ウェルビーイングコンソーシアム」の設立にあわせ、「旭川エリア 

合同学生自主組織」として2009年4月より活動。 

現在、旭川医科大学、旭川大学、旭川大学短期大学部、北海道教育大学旭川校、旭川工業高等専門学校の 

3大学1短期大学1高専の学生により組織されている。 

・ 目標、目的 

１， 学生・若者の視点から地域貢献する。  

２， 将来、地域に貢献できる人材を育てる。 

３， 相互交流によって、互いに影響し合う関係の構築 

・ 年間行事：5 月 学生合同文化祭、 6 月 旭川ミュージックフェスタ、 8 月 学生合同サマーキャンプ 

12 月 あったかいね、あさひかわ 

・ 活動内容 

○ ミュージックフェスタ 

6 月 28 日 29 日に行われた「買物公園まつり大道芸フェスティバル in あさひわ 2014」と同時に、1 条買物公園に

て開催。 高校生・大学生を中心とした各部活動やサークル、各活動団体にダンス、よさこい、吹奏楽ステージ、

軽音ライブ等の発表をして頂いた。 



○ 学生合同サマーキャンプ 

水に対する関心が薄れつつある若年層に「我々がどれほど水に恵まれた環境にいるか」「1 日にどれほどの水を

使って生活しているか」等を知ってもらい、またそれらの異世代交流を通じて互いの価値観や自主性を広げるこ

とを目的として、はしっくすと旭川市水道局の共催にて行った。 

・ 現在の取り組み 

○ 「あったかいね、あさひかわ」に向けて、「あったかいね、あさひかわ」概要 

日 時：12 月 21 日(日)13:00〜20:00（点灯式 16:30）、場所：旭川駅構内、旭川駅前広場 

内 容 

□ モザイクアート制作 

参加者の方に旭川の好きなところや好きな場所を用紙に書いて頂き、参加者と書き上がった用紙の

写真を撮りその写真を使ってモザイクアートを制作。 完成したら「ようこそ旭川へ」の文字にな

り、完成後は旭川駅へ設置する予定。 

□ スノーキャンドル、雪だるま、スノーツリー制作 

はしっくすメンバーと予め募集した中高生のボランティアスタッフと共に、雪でツリーやキャンド

ル等の様々なものを作り、駅前広場を一つの雪の村のようにする。 

スノーキャンドルは 16:30 の点灯式に火を点す。およそ 2000 個のキャンドルを使用予定。 

□ スタンプラリー 

「あったかいね、あさひかわ」内で行われる各イベントに参加した参加者の台紙にスタンプを押

し、一定数集まると景品として「あさっぴー」のバルーンアートをプレゼント。 

スタンプのデザイン、バルーンアートは、全て、はしっくすによる手作り。 

※ 現在進行中の企画内容に関しては当日までに変更になることがあります。 

1）職業奉仕について 佐藤克司会員 

職業奉仕について発表致します。 その理念に本来込められているものは次の 

3 つです。 

１．あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り推進すること。 

この中には雇主、従業員、同僚への誠実さ、また同業者や一般の方、職業上の

知人など全てへの公正な取扱いも含まれます。 

２．自己の職業またはロータリアンの携わる職業のみならず、あらゆる有用な職業

の社会に対する価値を認めること。 

３．自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。 

職業奉仕のクラブとしての役割は、職業奉仕を見せること、さらに規範となる実例を示すことによって、 

クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮できるよう目標を実践、奨励すること。 

この 3 点を併せ持って、職業奉仕とはあらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念を実践していくという目的

を持つものといえます。 

次に職業奉仕と社会奉仕の区分けです。 

職業奉仕を理解する上でロータリー運動は倫理運

動であるとういことを理解しなくてはならないよ

うです。 それを踏まえて職業奉仕と社会奉仕の区

分を説明します。 職業奉仕はクラブとクラブ会員

双方の責務であり職業を生かし青少年に対し職業

指導なども行う。 職業奉仕こそがロータリーの 

ロータリーたる所以です。 

又、社会奉仕は地域社会の人々の生活の質を高める

ために、ロータリアンが行う活動で地元社会のニー

ズに応えるものなので活動がさまざまです。 

このふたつの違いは『奉仕に対して受益者が誰であ

るのか』によって区分されます。 

職業奉仕は受益者が自分自身。社会奉仕は受益者が

自分以外の地域の人々ということにより区分され

ます。 さて、職業奉仕はロータリーの精神、哲学



そのものであり、この教えに基づいて活動するのが

ロータリーです。 さて、職業奉仕のルーツはどう

だろうか？と思い、調べてみました。  

1905 年の ロータリーの創立に始まり、1927 年に

オステンド（ベルギー）国際大会以後公式用語とな

り、1932 年には職業奉仕の精神が生きている『四つ

のテスト』の創案ができました。 そして 1989 年

に職業宣言の採択がされたという歴史があります。 

創立初期は親切な心と友好的な気持ちの発するま

まに助け合い、商売がうまくいくよう励まし合い取

引が成功するように手を貸し合いましたが、この頃

のロータリアンは天使のような人ばかりではなか

ったようです。 そこでより高い取引の基準を考え

だし実際に履行することの必要性が誰の目にも明

らかとなり、商取引においてロータリアンという言

葉は『純金』と同義語でなければならないとなりま

した。 これこそが職業奉仕と呼んでいるものの、

した。 次に 1989 年に採択された職業宣言を紹介

します。この職業宣言の内容はロータリー倫理訓か

ら、宗教的色彩とアフターサービスの記憶を消去し、

青少年や地域社会に対する技術提供と誇大広告の

禁止を謳う事によって時代のニーズに適応したも

のです。 次に『四つのテスト』との繋がりです。

『四つのテスト』には職業奉仕の精神が生きていま

す。 四つのテストの創案者は元ＲＩ会長のハーバ

ートＪ・テイラー氏で、彼は自社のための指針とし

て創案した当時、「私たちは、第一に従業員の雇用に

あたって十分な注意を払い、第二に彼らが自分の会

社で順調に働いてゆくに従い、より優れた人間とな

るよう援助することを決めた」と語っていて、さら

にロータリアンは倫理を持って思いやりの心で他

の人々に奉仕するよう尽力すると強調しました。 

事業及び専門職における倫理に対する決意は長く

信奉してきた『四つのテスト』に明らかとなってい

るようです。そして職業奉仕の実践例を紹介します。

その他各地でいろんな実践例があると思います。 

ロータリーの会員になって 10 か月が経ちました。 

今後は自分で何ができるか考えました。 

1、インターンシップで次世代の担い手に職場体験

してもらい、お客様をおもてなしする仕事の良さを

伝えること。 2、地域貢献で、「食べマルシェ」や

「冬まつり」などのイベントを通じて、地元食材の

素晴らしさを伝え地方に発信する。 

3、大型コンベンションの誘致により観光産業が潤

うこの 3 点です。 他にも沢山小さな事から大きな

事まで日々の取り組みの中で出てくると思います。

その一つ一つを実践していきたいと考えています。

最後に職業奉仕に関わる勉強の中で印象に残った

のは、「職業奉仕こそがロータリーのロータリーた

る所以である」ということと、「最も多く奉仕する者

は、最も多くの利益がある」ということでした。 

まだまだ奥が深いこの職業奉仕ですが、自分なりに

は、やはり疑問も残り、はたして「仕事あっての奉

仕なのか？奉仕あっての仕事なのか？」のように、

自分への宿題として取り組んでいきたいと思いま

す。以上で職業奉仕の発表を終わります。  

解りづらい発表ですみませんでした。

と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 井上雄樹会員の「社会奉仕について」は、次回会報に掲載します。 

 

広報委員会：笹川和廣(長) 井上雄樹 佐藤克司 

真剣な学びあいの場となったオリエンテーション 


