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　皆様こんにちは。本日は野良猫についてお話さ
せて下さい。私の家の周りにはたくさんの野良猫
がいます。最近は朝晩が涼しくなってきたので猫
たちもゴロゴロと気持ちよさそうにしている姿
を目にします。ですが実際に野良猫は過酷な環境
にいるので生き延びられる子は、ほんのわずかで
寿命も２、３年ほどしか生きられません。野良猫
は、もともとは飼い主に捨てられたり家から出て
道に迷い帰れなくなったりした猫なのだそうで
す。日本国内では野生の猫はイリオモテヤマネコ
やツシマヤマネコぐらいしかいません。野良猫は
人間が作ったものなのです。最近ではボランティ

アの方達が野良猫を捕獲し避妊、去勢をしてもと
の場所に戻す活動が広まってきています。手術を
受けた猫は（さくら猫）と言われています。避妊、
去勢を受けているか一目で分かるように耳を桜
の花びらのようにカットされているからです。こ
の活動によって野良猫の繁殖を抑え不幸な命が
増えないようにされています。野良猫による周辺
住民の生活環境に影響を与える無責任な餌やり
は禁じられていますが、一方では不妊去勢手術を
行うなどした上で地域一帯の猫を保護する地域
猫活動への理解促進も動物愛護促進議員連盟に
よって掲げられております。
　かわいそうだからと言う気持ちで餌を置いて
行くだけの行為は食べ残した物で散らかり不衛
生になります。食べたら勿論、排泄します。これ
も近隣住民の迷惑になります。中央通りではプラ
ンターに土を入れて猫のトイレを作ったり、地域
の方達が頻繁に掃除をして手術を受けさせた地
域猫を見守っておられます。猫が嫌いな方も多く
おられると思います。私も実は猫は少し苦手で
す。ですが過酷な環境の中で生きられても 2、3
年の野良猫の命、そして元々は私達と同じ人間が
作り出した野良猫です。人と動物が共生できる社
会を目指す活動に１人でも多くの方の理解を得
られたらと思い本日は野良猫についてお話させ
て頂きました。

会長タイム

岩切　久美　会長

今週のプログラム
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来週のプログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎セレモニー

◎新会員卓話

　　今井美恵子　会員

◎ゲスト卓話
宮崎アカデミーＲＣ
　　村上　啓介　会員
　　　　  （Zoom 卓話）
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ロータリー入門書より抜粋、引用

� 著者：前原　勝樹

� 重田　政信

■ロータリークラブの成り立ち～

　今から約 125 年前シカゴでポール ･ ハリス

という若い弁護士が独立開業しました。

　この方は、ご商売の方は相当に繁盛していま

したが、ご本人は毎日淋しい日々を送っておら

れたとの事です。

　それは、弁護士を訪ねる事件依頼人は、利欲

の為大なり小なり嘘を言ってくる人々であっ

たためです。ポール ･ ハリスはこうした人々

ばかりを相手にしている事がたまらなく淋し

かったのです。

　なんとかもっと人間らしい、心温まるような

付き合いはないか、なんとかして気の許せる仲

間は得られないだろうかと心の友を求めてい

ました。

　そんなある時、数人の市民と話し合う機会が

ありました。彼らは勝手にホラを吹き、こぼし

話をします。ここで気づいたのは彼らの職業が

皆違うという事でした。ポールは思わず膝を

打ってこれだとうなずきました。やがてこれを

実行して 1905 年にできたのがロータリーク

ラブです。

　当時も今もアメリカには多くのクラブがあ

ります。これらはいずれも立派な会館を持って

いました。しかし、色々な事情でクラブ会員間

に等差が付いていて、必ずしも楽しいものでは

なかったそうです。ロータリーは職業分類とい

う点で、あらゆる会員が全く平等の立場にあり

ますから、当初から非常に評判がよく入会者も

多くなりました。

　しかも庶民の集りであるのでなるべく気軽

なものにするために、このクラブは会館を持た

ずあちらの事業所、こちらのホテルと会場を変

えていきました。

　この引っ越ししてあるく、廻ってあるくこと

久寿米木和夫　会員

研修委員会アワー

　ロータリー勉強会でのお話しをする様に依頼

をされましたが、内容を何にするか迷い、時間の

事も有りますので、メンバーの皆さんが自分に

合ったレベルでの内容をどんな風に学んでいく

かを皆さん方と共有出来ればと思います。

　我が東クラブのメンバーさんは、例会のホーム

出席が多く、他のクラブでのメーキャップはサイ

ンでのメーキャップが多いのではないでしょう

か。他クラブに出席される事がもう少し多くなる

と、他クラブの例会内容等がよく解りますのでよ

り勉強になると思います。是非多くのメンバーさ

んに他クラブでの例会参加をして戴ければと思

います。特に理事役員の皆　さん方や、もう少し

ロータリー活動を理解したい方々にはお勧めし

ます。そうする事が会費の内容や寄付の使われ方

も理解できる様に成るのではと思いますし、ロー

タリアンとして例会や各種大会に参加するにし

ても面白くなると思います。

　理事、役員の方々におかれましては、地区協議

会には是非出席をして戴き、その年度の委員会

方針をしっかり理解を深めて、メンバーに対し

て地区、クラブの年度方針に沿ったクラブ運営、

委員会運営をしていかれる事をお願い致します。

その場合注意しなければならない事は、計画は中

期、長期の計画書を作る必要は無いかを考える事

です。又、前年度からの計画書にある場合にはそ

れを重要視する事が大切です。ロータリー活動に

は、単年度事業と、長期事業があります。もちろ

ん各クラブによって違いがあります。1 年間の運

営ですが瞬く間に過ぎてしまいます。内容のある

1 年に成る様お願い致します。

　他のクラブの活動は、ロータリーの友を読む事

で少しはわかると思います。今の友には、ポール

ハリスとロータリーという連載中コミックで解

りやすく書いた部分も有りますので是非毎月の

友を読んで見てください。

　ロータリーは、自分から学ぶ意思が大切だと思

います。若いメンバーさん方々の努力を期待して

います。

　有難うございました。

都原　清次　会員



からロータリーと名付けました。

　始めは奉仕を旗印としたわけでは無かった

ので、ロータリーマークも引っ越しを意味する

「馬車の車輪」をつけていました。

　このようにロータリークラブに集まる人々

はいずれも実業家、職業人であるので、話題と

言えば商売の話です。この一業一人制は図に当

たって会員は他人とは思わぬような間柄とな

り、お互いの恥を平気で話せるようになりまし

た。

　困ったことは話し合う、慰め合う、進んでお

互いに助け合い、ついには会員同士の取引や

サービスの提供となって、実利的にも便利な存

在となりました。

　しかし、ここで一つの転機がきました。

　それはアーサー・フレデリック・シェルドン

の入会です。この人は経営学者で「こんな仲間

内の利益ばかり考えている会は永続しない。広

く社会的に有用な団体となる立派な旗印が必

要である」と考えました。

　その当時のシカゴは金の亡者の集りで、商業

道徳は退廃し、被害は消費者の側で防衛せよと

公言してはばからぬ状態の修羅場となってい

ました。

　しかしこうして破産、倒産相次ぐ中にもな

お、商売繁盛を続ける商家のあることに気づ

き、その秘密は相手の身になって励むことと見

つけて「最もよく奉仕するもの、最も多く報い

られる」

（He�Profits�Most�Who�Serves�→�2010年の

規定審議会でOne�Profits�Most�Who�Serves�

Best�へ）

　の標語を掲げました。

　さらに時を同じくしてフランク・コリンズが

「超我の奉仕」（Serves��Above�Best）を唱え、

この二つが公式標語となってロータリーは奉

仕団体としての性格を明らかにしました。

　これ以降ロータリアンの職場はいずれも活

気を取り戻し、着々と成功者もでました。

　また、この職業奉仕の成果によって、ロータ

リアンは大きな信念を持つことが出来るよう

になり、この時、車輪のマークから相互扶助の

ギアに変えられました。

　更にその後ギアの中央部に鍵穴のような図

形を加えました。これは鍵穴ではなく、芯棒が

滑らないための楔穴であり、ギアの回転のエネ

ルギーがこのシャフトによって外へ伝達され

るようにロータリアンの奉仕の理想がロータ

リアンの職業を通じて、生活を通じて社会に影

響力を及ぼそうという理想と意欲を表現して

いるものです。

　時に1922 年初代事務総長のチェス・ペリー

がポール・ハリスの右腕となって活躍し始めた

時代のことです。

　このようにロータリーは初めに親睦、友愛が

ありここから職業奉仕が生まれ社会奉仕に成

長し、それが広がって国際奉仕になったもので

あり、これを貫く思想を「奉仕の理想」と呼ぶ

ようになりました。

　このようにロータリーは初めから救世主的

な、あるいは神がかり的な意図から出たもので

はなく、親睦の間から自然発生的に奉仕が展開

してきたものです。したがってロータリーの本

質を、と問われれば「親睦の中から奉仕の理想

を生み出す集団」と答えて良いかと思います。

� 1968 年 7 月

ロータリーとは何か

　以上の２つのスピーチを通じて、私は次のよう

にロータリーを解釈したいと思います。

　ロータリーの終局の目的は人間関係を改善す

ることによって、よりよい社会をつくり、平和な

世界を築くために貢献することにあると思いま

す。

　その人間関係改善のためには一人一人の人間

の善意を呼び起こし、奉仕の理想を発揚する必要

があります。

　そして、この奉仕の精神は人間同士が深い信頼

と友情によって結ばれた時に、はじめて発揚でき

るものですから、ロータリー運動の出発点は親睦

活動によることを確認します。

　この親睦の実を最も効果的に上げる方法とし

て、職業分類による一業一人の会員制によるクラ

ブを組織します。

　そして例会出席によって親睦が生まれ、それか

ら奉仕の理想が発揚されるのですから、例会の

一時間は楽しみながら訓練を受けられるロータ

リー独特の集会ということができます。

　こうして生まれた奉仕の精神を実践に移すに

あたっては、会員の誰もが職場という身近な舞台

を持っています。ここに職業奉仕が生まれます。

しかもこの職業奉仕がロータリーの本質であり、

また社会奉仕、国際奉仕の出発点となります。

　ただ留意したいのは、クラブが行う奉仕活動

は、それ自体が目的であるというよりは、むしろ、

ロータリアンに奉仕の実地訓練をさせるための

ものである、という点です。したがってクラブは

奉仕団体とみるより、奉仕を志す者の集りで、こ

れら同志に奉仕を実践する勇気と便宜を与える

ための機関といえるでしょう。

　ＲＩではロータリーの理念を簡潔に説明する

ものとして次の声明文を採択しています。

　すなわち「ロータリーとは人道的な奉仕を行

い、全職業界における道徳的水準の高揚を奨励

し、全世界に膳にと平和を築くために、国際的に

結ばれた職業人の団体である」と。



例 会 記 録 第1010回  2021年9月13日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告

◎研修委員会アワー

　　「クラブの問題点」

 都原　清次　会員、久寿米木和夫　会員

出席状況報告

9月13日 第1010回 8月30日 第1008回

会員数 30名 会員数 30名

出席数 19名 出席数 22名

出席率 63.33％ 修正出席率 73.33％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：青井　慎一 君、阿波部康志 君
　　　　　　　　　　　　都原　清次 君、松下　　実 君

幹事報告

・� 9 月 12 日（日）ロータリデー（海岸清掃コ
ロナ渦で開催中止ですが、昨日 ZOOM 会議
出席致しました。海岸清掃作業は来年 3 月・
4 月へ延期致します。詳細はまた改めてご報
告いたします。

・� 来週の例会は祝日の為お休みです。9 月 27
日（月）はスケジュールでは夜間例会でした
が、コロナの影響にて通常例会に変更致しま

す。プログラムは調整中ですので宜しくお願
い致します。

・� 10 月 23 日（土）IM が開催されます。ホス
トクラブは宮崎中央 RC です。全員登録にな
ります。改めて事務局より出席確認致します
が、多数のご参加よろしくお願いいたします。


