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■プログラム「水からのプロジェクト」	 （ロータリー財団委員会）
	 RI2500地区ロータリー財団委員長（パストガバナー）　小船井修一	様

　4月20日釧路で開催された次年度の為のペッツで「世界
社会奉仕とロータリーの活性化」のテーマで公共イメージ
と会員増強のお話をさせていただきました。
　その際、貴クラブの奥ガバナーノミニーから例会で同じ
話を紹介いただきたいとの要請がありましたので今回お
邪魔させていただきました。

　また、4月21日から26日までシカゴにて2013年規定審議会に参加して
まいりましたので、主な立法案の採決結果について若干ではありますが
報告をさせていただきます。

　本題の世界社会奉仕とロータリーの活性化についてのお話をさせてい
ただきます。
　最初に2002−03年度国際ロータリー会長のビチャイラタクル氏は以下
のスピーチを国際協議会でされました。
･ここ数年においてロータリーの会員数が世界的に降下をたどっているこ
とから、私たちは、会員の勧誘に必死になるあまり、ロータリーの会員基
盤の原則の真髄を忘れ勝ちになっている。職業分類の原則は無視され、
会員の資格にも注意が払われていないのが現状である。

･永遠の原則を守らなかったがゆえに、私たちは永遠の価値観を失ってし
まっている。

･そうであるならば、いま、私たちがなさなければならない仕事とは、ロー
タリーへの揺るぎない信念、新たなる信念を同胞ロータリアンに与える
ことである。

･全てのロータリアンは、ロータリーの会員になることはゴルフクラブや
囲碁クラブの会員になることとは異なるのだとする信条を支持する必
要がある。

･つまり、基本的な原則に戻り、過去100年あまりにわたり、親睦と奉仕に
おいて私たちのクラブの発展に寄与し続けてきた永遠の価値観を尊ぶ
ことである。 

･そして大事なことは、誰が「ロータリー」を必要としているのか。「皆さん
と私と世界中のロータリアンである。」

決議23−34第4項の要旨 
　　奉仕するものは行動しなければならない 
　ロータリーとは、単に心構えのことを言うのではなく、ロータリーの哲
学もそれを客観的な行動に表さなければならない。ロータリアン個人もロ
ータリークラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならない。
　以上のように、決議23 − 34の第4項に書かれています。
　また、国際ロータリーは長期計画を策定しロータリーの実践活動をより
よくしようとしていることは皆さま良くご存じの事と思います。
ロータリーの使命
→私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職務 および地域
社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、 親善、平和を推進する。
ロータリーの本質
→地域の人々の生活を改善したいという情熱を社会に役立つ 活動に注
いでいる、献身的な人々の世界的ネットワーク
公共イメージと認知度の向上
･イメージとブランド認知を調和させる 
･行動を主体とした奉仕を推進する 
･中核となる価値観を推進する 
･職業奉仕を強調する 
･クラブにおけるネットワークづくりの機会ならびにクラブ独自の主な活
動について周知を図るようクラブに奨励する

成功への「白い雪だるま」
素晴らしいプロジェクト→強烈な印象→会員数と寄付基盤の増加→大き
な地球規模の成果→公共イメージの向上→寄付貢献の増加→強いクラブ

タイ大水害の事例
　そこでブランドの強化の事例として一昨年タイで発生した大水害での
ロータリー活動について事例報告をさせていただきます。
　2011年秋、新聞テレビでタイの大洪水が連日流されるようになり、日系
企業が洪水被害にあって操業停止に追い込まれたことはみなさんご記憶
の事と思います。
　2011年12月タイの地区大会に参加準備をしていたので2500地区と友
好地区関係にあったタイ3330地区と頻繁に被害状況について情報交換を
させていただいた。
　その中で3330地区が中心になってタイ国内4地区合同プロジェクトと
して「100万本のロータリーの水」キャンペーンを計画し実施する情報を
得たのであります。

プロジェクトの概要は
1）バンコク近郊やプーケットを中心とした飲料水製造会社へロータリー

ロゴ入りの600ミリ飲料水製造委託
2）バンコク近郊で過去に各小学校へ設置した簡易水浄化装置をフル稼働

して飲料水の製造（当地区は過去数年間数十校の小学校に財団補助金
を利用して装置を設置している）。

3）モバイルタイプの水浄化装置の導入
4）マレーシアからの飲料水の緊急輸入（第3300地区からの現物支援）
　タイの4地区（D.3330、D.3340、D.3350、D.3360）の共同事業でD.3330

が幹事地区 

2500地区の対応
　3月11日の東日本大震災の復興にいまだ目途すらついていない国内の
災害復旧、復興の現況と反省、そしてあらゆる被災に共通して言えるスピ
ード感を持った対応が今回の水害においても最重要であると考え、とり
あえず、ガバナー事務所、関係委員会等と相談のうえ世界社会奉仕委員会
の特別会計から1万ドルの義捐金を送ることで、合意しすぐに送金手続き
をとった。余談ではあるが、大震災翌日3月12日開催の3330地区大会で世
界で一番早い義捐金を頂戴している。30万バーツ

日本での募金活動
　3330地区の100万本キャンペーンを受け2500地区財団副委員長（笹谷）
からオラチョンガバナー、クアンチャイノミニーに対し、ビチャイラタク
ル元RI会長へビデオレター作成を依頼。
　ビデオレターを2011年11月25日開催の大阪ゾーン研究会（約1000名の
DG、DGE、PDG、AGが参加）で義捐金の要請とビデオレターの放映。
⇒50万ドルの義捐金として実現−水害復興基金として使われている。

ビチャイラタクル元RI会長からの結果報告（2013年2月佐賀）
　去年、タイで起きた恐怖の洪水は三カ月以上も続き、国内のあらゆると
ころで、何千人もの人が被害を受けました。何千人もの人が家や小屋を失
いました。ものすごい勢いの、北方からの水が、何百エーカーもの農地や
作物、そして豊かな自然を流し去りました。
　これは、ロータリーの理想である「超我の奉仕」の真価が問われる時だ
ったと思います。
　我々がお願いする前に、日本のロータリーアンはこの災害の被害者の
為に義援金を集め始めました。そして、ラタクル会の会長でパストガバナ
ーの前川正一氏の指揮のもとに本格的に寄付金集めが始まりました。
　彼は、人間の出来る善行には限りがないもので、必ずみんなはこの奉仕
に参加してくれる事を心から信じ、誰が寄付するか等は全く心配してい
ませんでした。
　あなた方も人間の出来る善行には限りがないもので、必ずみんなはこ
の奉仕に参加してくれる事を心から信じ、誰が寄付するか等は全く心配
していませんでした。
　その結果、集計すると1600万バーツ（5000万円）もの金額が集まり、タイ
のロータリークラブへ送金されました。
　この寄付金や貢献のおかげで、434軒の家や小屋、14の学校の改築が
行われました。また、2000人以上の人々が助かる、3つの巨大な防水シス
テムが完成しました。500の「救援箱」、1000の「救援バッグ」、そして救援
物資の配布やそれを唯一の移動の手段として暮らしている人々に70のボ
ートが送られました。もう一度言います、「誰がロータリーを必要としてい
るか？」その答えは、私たちが関わることによって生活が少しでもより良
くなっている人達から聴くことができるでしょう。最後に、誰が本当にロ
ータリーを必要としているか？
　私は、「あなた」と「私」が必要としていると言うでしょう。もし、我々が奉
仕者として必要とされている事に満足しているならば、「あなた」と「私」、
そして世界中のロータリーアンたちが、ロータリーを必要としている事に
なります。

復旧へ、その後の取り組み
昨年8月中旬、タイ3350地区訪問
茨城、四国、弊地区の4地区共同プロジェクト
水害被害地への復興支援事業として主に教育的プログラムへの支援
主に、水浄化装置の設置と子供たちへの学用品の寄贈 
総額15万8千ドル 

　地区大会指導者育成セミナーにて3330地区（タイ西南部）サンガンガバ
ナーによる講演を予定しています。
そして最後に
　タイの取り組みと日本の支援体験が新たなプロジェクトを生んでいま
す。それは「水からプロジェクト」地域の銘水を福島の被災者に届けるプ
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バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

ロジェクト「水からプロジェクト」は震災被災者へ「癒しの水」を支援する
活動です。 
　支援金、銘水の現物支援どちらでも結構ですのでご支援頂きたくお願
い申します。 
→2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴い被災された方、仮設住宅
に居住する方に対する支援は日に日に減少しています。 
　私たちは精神的癒しとなるよう「ペットボトルの水」支援プロジェクト
を計画しました。
　このプロジェクトの立案にあたり、2500地区（櫻田正弘DG)、2670地
区（木村大三郎DG)にサポートを頂きました。また、ラベルのデザインは神
戸東RC・岩野了氏のご支援によるものです。 

規定審議会報告です。
　私にとって2010年に引き続き2回目の規定審議会地区代表議員として
の参加でありました。
　審議会は21日から26日までシカゴで700名以上の参加人数で開催され
ました。
　2500地区は釧路北RCが前回に引き続き制定案13−130を提出していま
す。
　このスライドは私から日本語ではありますが趣旨説明をさせていただ
ものです。
　結果は348対145で圧倒的賛成を得て採決されました。（2010年10−182
も圧倒的な賛成を得て採決されています。）
　因みに13−130についてのスピーチ原稿と採決結果を以下に紹介させ
ていただきます。
　13−130 自然災害時に人頭分担金を減免または猶予する件（日本、釧路
北RC）
R細則17.030
提案理由
　2011年3月11日、震災と津波により、18877名が犠牲となり、内ロータリ
アン本人と家族を含めて43名が犠牲となりました。
　28クラブ668名のロータリアンの半数以上が被災者になりました。そし
て、福島県で発生した3つのロータリークラブ所在の町は無人となり、避
難先での移動例会を強いられている状況が今も続いています。
　しかし、被災地域31クラブは様々な困難な中でも、会員も減少せず、一
つも終結していないどころか、ロータリーの災害救援に感銘を受けた人
たちが新たに入会していただいています。それは、世界中のロータリアン
から有形無形の支援がクラブ存続の最大の力になったからです。
　そこで、このような大災害の状況で、被災地区やクラブからRIに要請が
あった場合には、理事会の決定により、人頭分担金の減免または支払い猶
予をできると定款に明記していただきたいのです。今回の東日本大震災
では、実際に減免請求が出され、理事会の決定で承認されましたが、地区
分担金に関してはRIの人頭分担金の免除項目がRI細則にないため、地区
によっては承認されなかった経緯があったからです。
採決⇒348対156で採択A
次に
注目された立法案の採決結果を簡単に紹介させていただきます。
･13−31　衛星会合（理事会提案で唯一の否決） 
･13−32　衛星クラブについて規定する件（修正採択） 
･13−34　クラブ例会を毎週もしくは隔週のいずれでも良いと認める件
（否決） 
･13−42　（職業分類）「家事専業者」→否決 
･13−43　「仕事をしたことのない人」⇒採決 
･13−54　Eクラブ制限の解除（採択） 
･13−58　地区協議会の名称変更（採択） 
･DTA ＝地区研修協議会★ 
･13−65　ロータリーの綱領に新世代の奉仕と育成に関する第5項目を追
加（理事会付託） 

･13−69　新世代奉仕を青少年奉仕に変更（採択） 
･13−86　ガバナーの任務追加(採択) 
･公式訪問の折に、クラブの定款や細則が規定審議会の結果に従い、RI組
織規定に準拠したものかどうか確認 

･13−90 　ガバナー・ノミニー・ディジグネート 
･通称ノミニーノミニーの名称 
･13−103　パイロット・プロジェクトに参加クラブ数200から1000に（採
択） 

･13−105　クラブ自治権について規定する件 （否決） 
･13−109　地区協会変更の最低会員数を1200名から1100名に変更（採
択）RI理事会が反対した案件　青森、秋田等61地区が対象となっている 

･13−119　全てのロータリアンが、ロータリー冊子を印刷物かあるいは、
インターネットで受取ることかを選択できる（採択） 

･13−120　旅費経費の支払いに関する方針をRI細則から削除する（採択）
2010年審議会の採択案件 

･13−126　人頭分担金を増額する件（採択）毎年1ドル 
･13−127　クラブが最低15名分の人頭分担金を支払う（否決）

･13−128　クラブが支払う半期人頭分担金の最低額をなくす（採択）
･従来の10名未満が削除された 
･13−133　RI理事会がクラブ半期報告と人頭分担金の期日を制定する
（年一回への危惧）（RI理事会提案⇒否決ムードだったので採決直前に撤
回した） 

･13−141　欠陥のある立法案の定義を改正する件 
（採択）⇒理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある管理運営的措置

を要求あるいは要請する場合の規定を削除
･13−157（決議案）　綱領の第2項に掲げる職業に関する既定を職業奉仕
の指針として奨励するようRI 理事会に要請する件（採択） 

･13−168　RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）をRI傘下の組織ま
たはRIの常設プログラムとして指定することを検討を要請（採択）

■会長報告	 奥原　　宏	会長
　先週、仕事の関係で例会をお休みさせていただいたこと
をお詫びさせて頂きます。5月21日より本州で会議があり、
週末の25日には札幌である業界の総会があり、26日の夕
方帯広に戻ってまいりました。気温の変化か、日本列島場
所によっては30℃を超える暑さがあり、私もすっかり風邪
をひいてしまいましたが、旅先中でありましたので久方ぶ

りに十分睡眠をとった結果、熱が下がり事なきを得ました。
　本日のプログラムは、ゲストとしてお見えになっているRI第2500地区
ロータリー財団委員会であり、またパストガバナーである小船井修一氏に
よる卓話となります。財団を通じた社会奉仕プロジェクトの話を頂きま
す。また、6月号の友誌には規定審議会（2013年度）の中で活躍されている
小船井氏の顔写真が掲載されていますので、後程、会員の皆様御一読下さ
い。
　2012−13年度は残すところ1 ヶ月程となりました。6月には最終のクラ
ブ協議会、最終の例会となります。最後の締めはカラオケ大会で楽しく締
めくくりたいと思いますので、多くの会員の皆様の御出席を期待申し上
げます。

■会務報告	 後藤　健二	幹事
①帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　6月12日（水）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　出席義務者　理事・役員・各委員長
　会　費　2,000円
②帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　6月28日（金）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費4,000円）
③帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　5月30日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　6月21日（金）午後0時
　場　所　帯広動物園
⑤帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　6月  6日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　鈴木、入ります（専門知識開発委員会）

■委員会報告
・出席報告	 小水　基弘	委員長
　5/29例会の報告 会員総数88名　内免除会員5名　出席者数57名
　5/15例会の報告 メークアップを含む出席者数62名　出席率75.6%
　　
・ニコニコ献金	 大和田三朗	親睦活動委員
奥原　　宏 会長
　先週の例会をお休みさせて頂きました。申し訳ありませんでした。
國枝　千秋 会員
　長男に男の子が生まれました　じじいニコニコです。
進藤　敦史 会員
　先週道の駅スタンプラリー全道114駅達成いたしました。
帯広RCゴルフ同好会
　先日5RC親睦ゴルフ大会がございました。結果は第4位でした。次年度
は当クラブが担当となります。多数の参加をお待ちしております。尚、本年
度の同好会は、6月22日帯広国際CCでスタートします。こちらも多数の参
加をお待ちしております。

■次週プログラム予定
6月5日（水）「会員卓話」 平原　　隆 会員
　　　　　「ガバナー補佐公式訪問」
 RI2500地区第6分区ガバナー補佐　伊藤　儀三 様


