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Service）について、
「ロータリーの第二奉仕部門。ロー
タリアンが職業の尊さと価値をクラブのほかの会員に

会長時間

示す機会であるとともに、キャリア計画、職業研修、
職場での高い道徳的水準の推進といったプロジェクト
を実施するというクラブの責任でもある（
『手続要覧
2007 年』P283）
。職業奉仕は、クラブと会員両方の責
務です。
」とありますが、
「職業」に対する奉仕を意味
するのか、それとも「職業」による奉仕を意味するの
かが、やはり明確ではありません。
ところが今年の大之木ガバナーは職業奉仕の理解
について力を入れておられます。
そのおかげで今年 5 月 20 日の地区協議会で私が会
会長

中井 克洋

他クラブからのご来客の方、ようこそいらっしゃい
ました。

長幹事部門の分科会の中でお聞きした話により、職業
奉仕の意味を私なりに理解することができました。
間違っているかもしれませんが、私の理解では、職

さて今月はロータリー財団の月間ですが、このあと

業奉仕は「職業」による奉仕を意味し、
具体的には「職

の卓話で河内委員長より、みっちりと財団のご説明が

業倫理」を高めて職業を営むことにより、
これから様々

ある予定ですので、今日の会長時間は別の話をいたし

な職業をめざす青少年、社員および取引相手など職業

ます。先月は米山と職業奉仕の月間でしたが、先月の

に関係する相手に対して奉仕するということだと思い

会長時間では中韓との関係もふまえて、主に米山奨学

ました。そして、その職業倫理を示す指針が４つのテ

生の重要性について話をしました。そこで、
今日は残っ

ストです。

た職業奉仕についてお話をさせていただきたいと思い
ます。
ロータリーの 4 大奉仕部門として、
「クラブ奉仕」
「社

その理解にあたって印象に残ったのが、RI の初期
のメンバーのハーバート・テーラーという方のエピソー
ドです。

会奉仕」
「国際奉仕」と並んで「職業奉仕」が挙げら

当時アルミニウムの食器業界の再建に携わっていた

れています。私はほかの 3 つはイメージがわきやすかっ

テーラーさんが、印刷物を発注するための競争入札

たのですが、
「職業奉仕」というのはよくわかりません

を行ったところ、ある業者が落札しました。ところが、

でした。他の 3 つは「クラブ」
「社会」
「国際」に対す

その見積りの計算を 500 ドルほど誤っていて、その業

る奉仕を意味する以外に思いが浮かびませんが、
「職

者は損失を覚悟しながらもテーラーさんの会社の重役

業奉仕」とは「職業」に対する奉仕を意味するのか、

にそのミスがあったことを伝えました。これに対して、

それとも「職業」による奉仕を意味するのか、がわか

役員会では意見が分かれました。

らなかったのです。
ロータリーのホームページでも、
職業奉仕（Vocational

テーラーさんの会社の資金繰りも楽ではないし、相
手の入札会社のミスなので、価格を増額してやる必要
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はないのではないかという意見があったところ、それ
は 4 つのテストのうち「みんなに公平か（Is it FAIR

卓

話

to all concerned ?）
」に反するのではないかということ
で、増額するが決定されたそうです。
そしてこの事実が間もなく社の内外に伝わり、従業
員だけでなく家族や関係者なども会社の再建に希望を
持って仕事に励んだ結果、みごとに会社が建て直され
たということです。
弁護士の私からみると、公平をいうのであれば、入
札で落ちた人たちへのフォローはどうしたのだろうか、
ロータリー財団理事

という野暮な疑問がないではないですが、少なくとも
相手のミスに乗じるというのは、ロータリーの職業奉
仕の精神に反することがよくわかりました。
私は、アメリカという国について、フェアーさには
こだわるものの、相手のミスに乗じることは当然とし
て法律に反しさえしなければ少々のことは何をしても
よい、という非常にドライな考え方をもつ国だと思っ
ていました。しかし、彼らもわれわれ日本人の仁義を
重んじる考え方（
「仁」は思いやり、
「義」は筋を通す
こと、と私は考えています）と同じ考え方が仕事のう
えでも大事だという人たちがロータリーを支えてきた
ことを知りました。
ロータリーがますます好きになりました。

幹事報告
①理事会
例会終了後 13：40 ～
3 階「末広の間」

河内 正晴

（1）ロータリー財団の発足・使命
・1917 年に基金として発足。2017 年にロータリー
財団の創立 100 周年を迎える。
・財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善
し、教育への支援を高め、貧困を救済することを
通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう
にすること。
（2）寄付金
① 年次基金
ポール・ハリス・フェロー、ポール・ハリス・ソ
サエティ、毎年あなたも 120 ドルを、
「財団の友」
会員、大口寄付、アーチ C. クランフ・ソサエティ
② 恒久基金
ベネファクター、遺贈友の会、大口寄付、アーチ
C. クランフ・ソサエティ
③ 使途指定基金
冠名指定寄付…グローバル補助金、ロータリー平

②歴代会長会

和センター

18：30 ～ 「かずら」
※ロータリーカード…ご利用金額の 3％を自動的に寄付
			

ゴールドカード…年会費 10,000 円（そのうち 3,000
円を自動的に寄付）

誕生日祝
藤岡 哲也会員 昭和 17 年 11 月 1 日 70 歳
沖西 誠想会員 昭和 25 年 11 月 16 日 62 歳
尾﨑 宏明会員 昭和 28 年 11 月 15 日 59 歳
植田 敏揮会員 昭和 48 年 11 月 2 日 39 歳
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シルバーカード…年会費永年無料
※ポリオ・プラス
1985 年のポリオ・プラス・プログラムの発足以来、
経口ポリオワクチンを接種した子どもの数は 20 億
人を上回る。

No.377
（3）補助金

生は、留学中の異文化体験談をロータリアン

新しい補助金モデル（未来の夢計画）は、これま

やその他の人々に伝えます。

での財団補助金を 12 種類から 3 種類へと減らし、

1947 年以来、国際親善奨学金プログラムを通

簡素化と効率化を図るものです。新補助金モデル

じて、41,000 以上の学生に海外留学を行う機

は 2013 年 7 月 1 日から実施される。

会を提供してきました。このプログラムは、

2013 年 7 月までは、
移行期間として人道的、
教育的、

2012-13 年度を最後に終了することになります

新補助金と並行して実施される。

が、ロータリアンはその後も、財団の新地区
補助金とグローバル補助金を利用して、柔軟

① 未来の夢計画 試験段階 → 2013 年 6 月 30 日

に奨学生を支援することができます。

まで実施。
新地区補助金
② 人道的補助金 → 段階的に廃止。2013 年 3 月

1. 地元と海外において、使命に関連する人道的プロ

31 日まで申請可能。

ジェクト、奉仕プロジェクト、奨学金、職業研修

地区補助金（DSG）
、
マッチング・グランド
（MG）

チームを支援する目的で使用することができる。

人道的補助金は、用水井戸の設置、医療の提

2. 適用される法律と財団の方針に従っている限り、

供、読み書き教室、その他ニーズを抱えた人々

ロータリー国と地域およびロータリーのない国と

に必要な支援を提供するものなど、ロータリ

地域でのプロジェクトと活動に使用することがで

アンが行う奉仕プロジェクトを支援するもの

きる。

です。人道的補助金プログラムを通じて、1947
年以来、ロータリアンは総計 16 億米ドルにも

グローバル補助金

及ぶ補助金を人道的活動に利用してきました。

1. 重点分野の一つもしくは複数に関連している。

マッチング・グラント は、ロータリー・クラブ

2. 人道的プロジェクトを支援する。

または地区が、海外のクラブや地区と協力し

3. 1 ～ 4 学年間の大学院レベルまたはこれに相当す

て人道的プロジェクトを行うのを援助する補助

るレベルの教科履修や研究に充てる奨学金を提供

金です。ロータリー財団は、地区財団活動資

する。

金（DDF）／シェアに対しては 1 ドルにつき

4. 自身の職業スキルを向上させたり、他者に職業訓

1 ドルを、新たな現金寄付に対しては 1 ドル

練を提供したりすることによって、
能力向上（キャ

につき 50 セントを組み合わせて支給します。

パシティ・ビルディング）に貢献できる職業研修
チームを支援する。

③ 教育的プログラム→ 段階的に廃止。国際親善

5. 持続可能な成果をもたらす（補助金資金がすべ

奨学生と GSE の実施は 2012-13 年度まで。

て使用された後にも、プロジェクトがもたらした

国際親善奨学金、研究グループ交換（GSE）

影響を長期的に持続できること）
。

国際親善奨学金プログラムは、異なる国や地

6. 測定可能な成果をもたらし、プロジェクトによる

域の人々の間に理解と友好関係を推進するこ

影響を数量または目に見える形で説明する。提唱

とを目的とした奨学金です。このプログラムは、

者は、プロジェクトに当てはまる重点分野のロー

大学学部生や大学院生のほか、職業関連の研

タリー財団評価基準およびプロジェクト特有の評

究を希望する専門職業人を対象に奨学金を提

価基準を選択し、それについてのデータを収集し

供しています。海外に留学中、奨学生は国際

なければならない。

親善使節としての役割を果たし、ロータリー・
クラブやその他の団体で、母国の文化に関す
るスピーチや発表を行います。帰国後、奨学

7. ロータリーが存在する国、あるいは地域で実施さ
れる。
8. 異なる国（地域）のクラブと地区によるロータリー
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のネットワークの強化を促進する。
9. 補助金プロジェクト実施国（地域）の少なくとも
1 つのロータリー・クラブや地区（実施国代表提
唱者）と、
その国（地域）以外のクラブや地区（援
助国代表提唱者）が提唱するものでなければな
らない。

第 757 回

スマイルボックス
川口 哲司

藤岡 哲也

松本

猛

下向 繁美

太田 泰宏

植田 敏揮

中本 昭文

吉野 篤敬

尾﨑 宏明

河内 正晴

渡邊 英晶

中井 克洋

有田 伸治

広島サンプラザ

2012 年 11 月 12 日

結婚祝

幹事報告
国際ロータリー年次大会

山根 達則会員 記念日 11 月 20 日

2013 年の国際ロータリー年次大

下向 繁美会員 記念日 11 月 19 日

会が、6 月 23 日から 26 日までポル

太田 泰宏会員 記念日 11 月 8 日

トガルの首都リスボンで開催されま

吉野 篤敬会員 記念日 11 月 17日

す。参加をお考えの方は、ツアー

吉永 孝正会員 記念日 11 月 7日

の案内が届いておりますので、事

福原耕二郎会員 記念日 11 月 11日

務局まで問い合わせください。

川口 哲司会員 記念日 11 月 2日
尾﨑 宏明会員 記念日 11 月 4日

卓

話

税制改正について

4
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スマイルボックス
永井 勝康

渡邊 英晶

藤木

佐伯 敬男

澤井

河内 正晴

誠

寛
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2012 年 11 月 19 日

セージを発して少年達に非行をやめるようにとの呼び
かけをし、かたやそれまでは暴走族の摘発はカメラで

会長時間

撮って後日逮捕というものに対してパトカーを暴走族
にあてて現行犯逮捕するという方針に変えました。広
島県警本部長退任後は、東京都の副知事として招請
され、新宿歌舞伎町の浄化などや青少年有害図書禁
止条例をつくるなど青少年の健全育成のために非常に
尽力されました。ちなみに竹花豊氏からは、当時も今
も、私も日弁連や広島弁護士会の民事介入暴力対策
委員会の一員として様々なご薫陶をいただき続けてい
会長

中井 克洋

卓話来賓の岩森先生と随行の長尾様、ご来客の他
クラブの会員の方、会員の奥様方ようこそいらっしゃ
いました。
さてロータリーの友 11 月号によると、11 月 5 日～
11 日は世界インターアクト週間ということですので、
今日は、それに関する話をさせていただきます。
当クラブも大藤さんたちが中心となってインターア
クトや RCC と共に暴走族の少年少女たちと一緒にト
イレ掃除をするなど、少年少女の非行防止のための活
動をして参りました。
それと関連して、先週 11 月 12 日に当クラブの例会
が終わった後、私は中区の中国新聞ビルで開催された
「非行少年を生まない社会づくりについて考えるシン
ポジウム」に行ってきました。
このシンポジウムは広島県や県警などでつくる県暴
走族少年非行防止対策会議と、全国的な組織である
公益社団法人ストップ・ガン（中井注：GUN のこと）
・
キャラバン隊が共催したものです。
内容は、平成 13 年から平成 15 年までの広島県警
本部長在任中に広島県内暴走族の集中取締まりに尽

ます。
竹花氏の基調講演やその後のパネルディスカッショ
ンで強調されていたことは、大人が上から目線でこう
いうことをしてはいけないと言ってもだめで、
「大人の
覚悟」が試されていることを自覚しつつ、身近に寄り
添って同じ目線から「どうしてこのようなことをする
のか」ということをしっかり聞いてやり、少年少女た
ちの気持ちを理解するところから始まる。ただし、世
の中でやっていいことと悪いことがあるということを
十分に言って聞かせて、それでも聞かない場合には、
「大人の覚悟」を見せてこちらも本気だということを分
からせるということが必要だ、とのことでした。昨日
11 月 18 日の中国新聞の中ほどに、全面を使ってその
概要がまとめられていましたので詳しくはそちらをご
覧いただければと思います。
今後もわがクラブも次世代を担う少年少女が正しく
成長してくれるように様々な面で奉仕をしていくこと
になりますが、このシンポジウムの視点をもってのぞ
むことが必要だと思いました。ご協力の程よろしくお
願い申し上げます。

力された竹花豊氏が基調講演をし、その後に大人や地

幹事報告

域社会が果たすべき役割、非行少年との向き合い方に

①次回の例会

ついて、関係者によるパネルディスカッションがあり
ました。
ご存じのように平成 10 年ころから平成 12 年ころま
で、広島の暴走族は、毎年えびす講の中央通りでの機
動隊との衝突をはじめとして、広島の街中をわが物顔
で闊歩していました。竹花氏はそれに対して、
「大人

11 月 26 日（月）は、職場訪
問例会です。出欠表と地図
をボックスへ配布しておりま
すので、よろしくお願いしま
す。

の覚悟」が試されているとして、
かたや同じ目線でメッ
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ロコモ）は、日本整形外科学会が加齢に伴う運動器の
病気や運動機能の低下が高齢者の「要介護」や「寝
たきり」の原因であることに着眼し、2009 年に提唱し
た概念である。具体的には，
腰椎疾患や膝関節の障害、
あるいは骨粗鬆症に伴う骨折による歩行障害や、加齢
に伴う筋力の低下やバランス機能の低下による転倒、
歩行能力の低下がロコモの大きな要因である。ロコモ
対策としては予防が第一で、
「ロコチェック」
、
「ロコト
レ」が重要である。
対象とする年齢や活動性の違いはあるが、
「メタボ」
も「ロコモ」も、要は「運動習慣のすすめ」と「適切
な食事摂取」であり、最終目的は「健康寿命の延伸」
1卓

である。

話

健康寿命の延伸
～ロコモティブシンドローム～とは
中電病院 院長

岩森 洋 様

ロコモティブシンドローム（ロコモ）は、メタボリッ
クシンドローム（メタボ）に比べ、国民に十分には浸
透していない言葉である。本年 10 月中旬に、厚生労
働省は「メタボ」と「ロコモ」を一連化して運動指針
の改定を行うと発表した。そこで、本日は「メタボ」
と「ロコモ」さらには根底となる「2025 年度問題」に
ついて話を進める。
本邦では高齢化が進展し、今後さらに医療・介護・
福祉など社会保障費が増大することが危惧されている
（2025 年問題）
。そのため、死亡原因の多くを占めるガ
ンや脳血管障害、心臓病などの疾病予防、さらには要
介護防止のための具体的な取り組みが重要とされる。
メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満：メタ
ボ）は 2006 年に厚生労働省が提唱した新しい概念で
ある。その要旨は、個々人の運動不足や過食、喫煙な
ど不健康な生活習慣が内臓脂肪型肥満を引き起こし、
糖尿病や高血圧、高脂血症から血管病変への進展、
やがては早世あるいは要介護に繋がる病態となること
の警鐘である。メタボ対策として、過食や禁煙のほか
運動習慣を進める「健康づくりのための運動指針」を
示したが、20 歳から 60 歳代の若年層を対象としたも
のである。
一方、ロコモティブシンドローム（運動器症候群：
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スマイルボックス
中井 克洋

渡邊 英晶

平塩 清種

松本

猛

近藤 英昭

下向 繁美

上杉 昌幸

品川 英治

尾﨑 宏明

No.377
第 759 回

株式会社 エバルス

2012 年 11月 26 日

職場訪問例会報告
職業奉仕委員長

渡邊 英晶

医薬品卸エバルス（本社 広島市）配送センターにお邪魔しました。創業 1657 年、合併創
立 1997 年、従業員 709 名。中国 5 県に 27 箇所の営業拠点があります。配送センターでは、
なるべく省力化のためコンピューター管理及び自動化され、広島市周辺の医療施設の薬品
供給を速やかにされております。医薬品情報薬剤師 和田様から東北大震災時の医薬品供
給の大変さ、及び現在の医療現場の医薬品供給の状況や災害時の対応。ジェネリックにつ
いての講演をいただいた後、配送センターの内部を拝見しました。

スマイルボックス
有田 伸治
THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA HATSUKAICHI
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2012 〜 2013 年度
＊＊今後の予定＊＊

活動報告
２０１２

ゆうほ 10 月定例会報告書

平成 24 年 10 月 19 日（金） 19：30 ～

＜防犯教室＞
・11 月 21 日（水）古田小学校 3 時間目
参加者：森田、植村、笠井、稲田、住田、長

於：サンリブ・オアシス
< 出席者＞
廿日市ロータリークラブ：出席なし

・11 月 28 日（水）美鈴が丘小学校 3 時間目
参加者：森田、船木、植村、笠井、稲田、住田、長、西川

ゆうほ：森田、渡辺、西川
❶ゆうほから
＜パトロール＆環境保全＞

＜防犯講習会＞
・12 月 1 日（土） 八幡公民館 13：30 ～
参加者：

日 時：10 月 19 日（金） 18：00 ～
場 所：ザ・ビッグ～ローソン～サンリブ
参加者
・廿日市ロータリー クラブ：
有田、太田
・ゆうほ
森田、渡辺、西川
～気づき～
・ローソンの駐車場に、数回乾電池を投げ入れられ、
警察に通報したとのこと。
・サンリブ内のゲームコーナーでは、親子連れ、高
齢者が目につく程度で問題なし。
・たばこの吸い殻、空き缶多かった。
＜被害防止活動＞
日 時：9 月 29 日（土）13：30 ～ 1 時間程度
場 所：広島市観音台公民館
内 容：高齢者を守る防犯対策
参加者：植村、船木、森田、稲田、渡辺、西川、少女
～気づき～
・スタッフも含め、約 50 名の参加があった。
・男性の参加者が多かったせいか、あまり反応がよ
くなかった。
・植村さんが、劇の後に歌に合わせて参加者全員と
体操を一緒にしたことがよかった。
・西警察の少年育成官が、担当している少女が劇
に参加してくれた。
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❷廿日市ロータリークラブから
❸その他
＜ 2012 ～ 2013 年度
国際ロ－タリ－第 2710 地区 地区大会＞
日 時：10 月 21 日 ( 日 )
場 所：呉市文化ホ－ル
参加者：船木、西川 出席
❹次回は…
11 月 環境保全 11 月 16 日（金）18：00 ～
集合場所：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前
※火ばさみ、袋持参 防犯ベストあり
11 月 定 例 会 11 月 16 日（金）19：30 ～
場

所：サンリブ内オアシス

