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今日は、昨日閉会式を終えた北京オリンピックで起

きた事件についてお話ししたいと思います。

連日ニュースで流れていたので、スキージャンプ種

目の高梨沙羅選手の“スーツ規定違反”について目にさ

れた方も多いのではないでしょうか。高梨選手はこれ

まで、冬季オリンピック 3 大会（ソチ、平昌、北京）

日本代表となり、2013年世界選手権混合団体金メダル

をはじめとした数々のメダルの獲得、男女通じて歴代

最多の表彰台110回、女子歴代最多のシーズン個人総

合優勝 4回、2017年にはスキー界で最も権威ある賞の

一つであるホルメンコーレン・メダルを受賞するな

ど、日本のスキージャンプ界を盛り上げ、牽引してき

ました。

その高梨選手は、 1回目のジャンプを終えた後の検

査でスーツ規定に違反しているとして、失格となって

しまいました。団体戦では、 1人 2回ずつ飛び、得た

ポイントの合計で競い合うため、失格になるとポイン

トが激減します。失格者が出たのは、日本・ドイツ・

ノルウェー・オーストリアと、スキージャンプ強豪国

ばかりで、女子ばかり失格者が出ました。このスーツ

検査を担当した検査員には、各国から猛批判が出てい

ます。各国チームのコーチや前任の検査官、選手達か

ら怒りの声が取材やSNSを通じて発信されています。

日本は、国際スキー連盟に意見書の提出を検討してい

ると報道がありました。

女子ジャンプの横川ヘッドコーチは「ルール違反は

ルール違反、仕方がない」と話していたようです。

この「ルール」というものについて、日本と海外で

は認識が違うようです。「ルール」とは、「お互いの合

意に基づく決め事」です。日本人は、「ルールは守る

もの、そのルールに基づいて結果が出た後に、ルール

にについて不満を言うのは美学に反する」と考えま

す。“負けは負け”と認める方が潔いと称賛される面も

あります。

しかし、欧州では、ルールは何かを達成するための

お互いの合意に基づく決め事、という認識です。ビジ

ネスでの契約書によくある、「本契約に定めのない事

項または本契約の内容に疑義が生じた場合には、その

都度誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとす

る」と同じです。スポーツにおける「ルール」とは、

一貫した公平な誠実さを目指すべきものです。失格に

本日の例会

第1838回例会　令和 4年 2月28日
今週の歌　「我等の生業」
卓　　話　「私の人生
 （今まで歩んできた事を伝えます）」
 瀧川　紀征 パスト会長

前回の記録

次回の例会

第1839回例会　令和 4年 3月 7日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「ローターアクトについて」
　吹田ローターアクト会長　
 グラインドスタッフ クリストファー 龍太郎 様



なった欧州の選手や関係者はこのような観点から反論
をしています。こうしたことからもルールを絶対的な
ものとして神聖視していないことが分かります。
むやみに相手を非難するのでは無く、自分の気持ち
と意見を伝える事を、国際社会に向けて強く押し出し
て行くことが必要だと思いました。

ゲスト紹介	 福原SAA

本日のお客様は、
地区職業奉仕委員会委員 戸田佳孝様（大阪中之島RC）、
地区職業奉仕委員会委員 武枝敏之様（豊中RC）です。
本日の卓話よろしくお願いします。

幹事報告	 木下幹事

1 �．まず最初に、「まん延防止等重点措置」が 3 月 6
日まで延長されました。これを受けて本日並びに次
回 2月28日の例会は、 1月17日配付の今年度後半の
例会（ハイブリッド例会継続）開催における「お知
らせ」と「お願い」に準じて、お食事の提供を停止
致します。ご協力の程、宜しくお願い致します。
2 �． 2 月 9 日（水）開催のIM第 2 組会長・幹事会での
決定事項について
　�　先日のご報告の通り、2023－24年度IM第 2 組ガ
バナー補佐に当クラブ井伊圭一郎パスト会長が選ば
れましたが（ 2月 8日付けで、正式に吉川秀隆ガバ
ナーよりガバナー補佐に指名・選出された旨の連絡
がありました。）、それ以後のガバナー補佐選出につ
いてIM第 2 組会長・幹事会で決定されました。ご
報告申し上げます。
　　以下の通りです。
　 1 �）立候補制を併用しながら、IM第 2 組の15クラ
ブを 5グループに分け、グループ輪番制にする。

　　＜2024－25年度より、順番は次の通りとする。＞

　　�（吹田 3 RC）→（大阪市内 3 RC）→（千里RC、
千里メイプルRC、摂津RC）→（茨木 3 RC）→
（高槻 3 RC）

　　※選出締め切りは10月末日とする。
　　�　尚、井伊パスト会長後の当グループ吹田 3 RC
よりの2024－25年度の選出については、 3月 7日
の当クラブ例会前に吹田 3 RCの会長幹事会がこ
こ新大阪江坂東急REIホテル開催され、どのクラ
ブから選出かの議論がされる予定なっておりま
す。ご意見のある会員様は、幹事の木下まで前日
3月 6日までにご連絡下さい。

　 2）立候補者が出た場合は選出委員会にて協議する。
　　�　立候補の締め切りは 8月末日とし立候補者を選
出した場合は輪番を 1年ずらす。

　 3 �）止む負えない事情で、年度途中で当年ガバナー
補佐が辞退した場合は、残りの期間を前年度ガバ
ナー補佐が着任するものとする。それが不可能な
場合は、前々年度ガバナー補佐が着任する。それ
も不可能な場合は15クラブの当年度会長間で審議
して決定する。

3 �．それに関連して、先々週ご報告申し上げました通
り、2023－24年度IM第 2 組ガバナー補佐へ当クラ
ブから推薦致しました井伊圭一郎パスト会長の来年
度、ガバナー補佐エレクトの委嘱状が届きました。
4 �．来週土曜日（ 2 月26日）、開催の2021－22年度IM
ロータリーデーについてです。
　�　会長幹事会での報告事項について、ご報告致しま
す。
　・�会場参加は、約130名（地区役員約10名、大阪梅
田RC10名参加を含む。）であること

　・オンライン参加約140名
　・会場には138席を設営した
　・�緊急事態宣言が出された場合、末永國紀（スエナ
ガ クニトシ）氏の講演のみのYouTube配信と
し、来場は配信関係者のみとする

　・�YouTube配信は講師の要望でIM第 2 組のみの限
定配信とする

　とのことです。
5．来週の理事会開催の件
　�　来週の 2月28日例会終了後、第12回（ 2月度）理
事会を開催致します。理事の皆様、宜しくお願い致
します。



出席報告
	 クラブ奉仕委員会　清水（良）委員長

●会　員　数　42名　

　出席会員数　34名（内Web出席　 8名）

●来　　　客　 2名　　本日の出席率　91.89％

●�※コロナ禍によるメーキャップ規定により 1月24日

の出席率は100％

ニコニコ箱	 島倉副SAA

●青木パスト会長　あいかわらずお寒いことです。

●木下幹事　地区職業奉仕委員会、武枝敏之様、戸田

佳孝様、本日は卓話よろしくお願い致します。

●堀会員　地区職業奉仕委員の戸田様、本日の卓話よ

ろしくお願い致します。

●橋本（幸）会員　南国白浜に行ったのに、雪でゴルフ

場クローズでした。

●福原会員　休会のお詫びとして。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 15,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 816,000円

　　　　　　　　累計のニコニコB� 11,000円

2015年～2021年の 6 年間に国際ロータリー
が職業奉仕について変更した内容と対処法
について
� 地区職業奉仕委員会　戸田　佳孝�様

職業奉仕には二種類あります。内向きの職業奉仕

は、『ロータリアン一人一人が、日々のロータリー活

動に参加する中で「奉仕の理念」を学び、それを自分

の職場に持ち帰り、「奉仕の理念」「四つのテスト」に

従って自分自身を律し、自分の職業で社会に貢献し奉

仕しましよう』です。外向きの職業奉仕は、『クラブ

の対外的奉仕活動として、社会の問題やニーズに応え

て、会員の職業上の手腕を役立てましよう！ 職業人

の団体として、次世代に職業を語り伝えましよう!』

です。

第2780地区の職業奉仕委員会が作ったホームページ

には『職業奉仕を内向きな倫理観、精神論を中心にと

らえるのは、どうも世界中で日本ロータリー特有の状

卓　　　話

況である。日本では良い行動はことさらアビールしな

いという隠匿の美の思想があるからかもしれない。対

して、海外のロータリーでは、「クラブの対外的奉仕

活動」の手段として職業奉仕をとらえているようであ

る。』と書いています。

2016年のRIの定款には「職業奉仕には自己の職業

上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるためにクラ

ブが開発したプロジェクトに応えること含まれる。」

という一文が追加されました。本田博己氏（「職業奉

仕」はロータリーの根幹か？ ロータリーの友.VOL65.�

NO.1:14-17,�2017）は『2012年バンコク国際大会の分

科会で、日本のロータリアンはお馴染みの「職業奉仕

の理念」を熱心に語り、一方、欧米のロータリアンは

「職業奉仕の活動」事例を語り、両者は噛み合わない

まま分科会は終わった。「同床異夢」という言葉が頭

をよぎった。これが日本ロータリーの「ガラパゴス

化」を招いている一因だ。この世界と日本との違い

を、「日本の理解のほうが正しい」とか、「職業奉仕は

他の奉仕部門とは違う」として、クラブの職業奉仕の

実践を否定する態度は間違っている。』と述べていま

す。この記事が掲載された当時、『日本ロータリーの

「ガラパゴス化」』という一節に対して反発する意見が

「ロータリーの友」に多く寄せられました。

しかし、現在日本のロータリークラブが抱える大き

な問題的としては会員数の大幅な減少があります。第

2660地区では会員数がピークであった1997年には約 5

千人に対して2021年現在では約 3千人であり、約 4割

も減っています。しかも会員の平均年齢は高くなり、

奉仕活動の実務を担えない高齢の会員が増えていま

す。その原因として神崎茂様（大阪西RC2011年 2 月

14日卓話「これからのロータリー」）は 3 Kを挙げて

います。すなわち、高齢化,高コスト化,（クラブ運営

の）硬直化（マンネリ化）です。会員数の減少を止め

るためには新しい方針の奉仕活動に着手する必要があ

ります。第2660地区の宮里ガバナーエレクトは次年度

の地区職業奉仕委員会小谷委員長に『職業奉仕が「理

念」であることは理解できるが、時代の変化を酌んで

ほしい。「理念」だけに固執しないでほしい。』と語ら

れたそうです。メキシコでは大工のロータリアンが被

災時で仮設住宅を建てることも外向きの職業奉仕とし

て報告しています（ロータリーの友2020年10月号18



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

頁）。日本でも外向きの職業奉仕が重視されても良い

時期だと僕は考えます。

大阪中之島ロータリークラブ職業奉仕委員会では

「変形性膝関節症･老人性難聴･口腔ケアとの付き合い

方」と題した出前授業を2020年 9 月24日に中之島朝日

カルチャーセンターで行うことを企画しました。2016

年に追加さされた定款に照らしますと、平均寿命が延

びたと言っても、医療や介護の助けを借りることな

く、自立した生活ができる年限である健康寿命は延び

ていないという社会の問題に奉仕事業に職業的手腕を

生かすことを目標にしました。会場として朝日カル

チャーセンターを選んだ理由は、授業の予定が自動的

に朝日新聞紙面で紹介され、通常で借りれば高価な

フェスティバルビル18階の大教室を無料で提供してく

れるからです。カルチャーセンターの利点は講師料が

不要で、 4千円以上の会費を払って参加してくれる一

定の客（ロータリアン）が確保される点です。受講者

にとっては複数の講演を一度に聞けるという利点があ

るので、近江商人の商売の心得にある「三方よし」が

実現できたと考えました。勿論、医療関係のセミナー

でなくても例えば、複数の税理士による「知って得す

る税金の知識」や複数の保険代理店経営者による

「知って得する保険の知識」といったセミナーでも

ロータリークラブの職業奉仕として会員が支援すれば

新聞社関連のカルチャーセンターは協力してくれる可

能性が高いです。

2022年 4 月28日には第2660地区職業奉仕委員会が後

援し、大阪東南RCと中之島RC合同で行う「100歳ま

で元気でいられる方法」と題した出前授業を大阪中之

島朝日カルチャーセンターで行う予定です。https://

bit.ly/3ECIUje、から申し込めますので、今後の職業

奉仕活動の参考にご参加のほどお願いします。

まとめます。それぞれの専門職からみれば、世間の

人が信じている常識のウソやちょっとした知識や工夫

で生活が改善されることが沢山あると思います。その

ような専門知識を卓話で培った技術で世間にわかりや

すく伝えることをクラブが後援すれば、りっぱな職業

奉仕になります。ロータリークラブが現在抱えている

大きな問題として会員数の減少と高齢化があります。

それを解決するためには新聞などのメディアを通じて

ロータリークラブの特徴である職業奉仕を世間に知っ

て貰い、ロータリークラブの公共イメージを向上し、

会員を増強することが大事だと僕は思います。

永遠に栄えよ。我らのロータリー。

地区職業奉仕委員会　戸田　佳孝�様

地区職業奉仕委員会　武枝　敏之�様・戸田　佳孝�様

井伊パスト会長
2022－23年IM第 2組ガバナー補佐エレクト委嘱状授与


