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　皆さんこんばんわ、今月は経済と地域社会の発展月間・

米山とあります。2014 年 10 月、RI 理事会は 10 月重点分野

「経済と地域社会の発展月間」としました。困窮地域の経

済発展を目的とした起業家、地域社会のリーダー、地元団

体を含むネットワークの向上、雇用創出、支援が行き届い

ていない地域社会での困窮の削減、経済と地域社会の発展

に関連した仕事に従事する事を目指す専門職業人の為の奨

学支援を強調する月間です。

　10 月7 日から1 週間はロータリー学友が地元の RC と活

動したり交流を深める週間であり、世界ではボランティア活

動や特別イベントを企画しているクラブが多くあります。

　10 月の米山月間は日本独自の特別月間であり、RC はこの

月に米山奨学事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動

をしています。その為に米山奨学生や地区役員・委員の卓

話を聞き、さらに奨学会から提供される資料をもとにクラブ

フォーラムを開催することが奨励されています。

　米山奨学会は日本独自のプログラムです。奨学会は勉学、

研究を志して日本に在留している外国人留学生に日本全国

の RC の寄付金を財源として奨学金を支給して援助する民

間団体です。日本最初の RC の創立に貢献した実業家・米

山梅吉氏の功績を記念して発足しました。1952 年に東京

RC で始められ 1967 年に文部省の許可を得て財団法人ロー

タリー米山記念奨学会となりました。

　初めは主に RC の存在するアジア諸国からの留学生を対

象としていましたが 1998 年 10 月よりRC 所在国・地域に拡

大し1999 年 4 月から RC の所在の有無による国籍別の資格

制限が無くなりました。

　米山記念奨学事業は経済的支援だけでなくロータリアン

との交流が他の奨学団体にない特徴で奨学生一人一人に世

話クラブとロータリアンのカウンセラーが付き奨学生のケア

や良きアドバイザーになります。奨学生は世話クラブの例会

に出席して卓話をし、時には奉仕活動に参加して交流を図

ります。奨学生は日本の文化・伝統に触れロータリアンとの

交流を通して将来や奉仕を考え相互理解のみならず双方に

とって財産となるものです。

　当クラブも10 月の米山月間には、米山奨学事業のプログ

ラムを是非とも計画して下さい。

　今宵はこれにて挨拶といたします。

職業倫理をめぐる問題　（ロータリアン必携より）

正解はないので、次の問題をみんなで考えましょうとの企画

で例会をもちました。

問題１
　ロータリアン X 氏の会社は、事業不振に陥っている取引

会社にかなりの資金を貸しています。この取引会社がうまく

売れれば貸金を回収できます。回収できないと X 氏の会社

は倒産するかもしれません。

買ってくれそうな人がいます。X 氏は、別の会社を通じて、

この売買をまとめることができます。　　そうすれば、自

分の会社は、損害をこうむりません。しかし、この会社は

経営状態は表面上は健全ですが、実態は不健全であること

を X 氏は分かっています。買い手が X 氏にその会社の将来

性を尋ねました。

X 氏が事業不振と警告すれば、会社の売買はまとまらず、

貸金を回収できないかもしれません。X 氏は、どのような

行動をとるべきでしょうか？

問題２
小さな製造会社を経営しているロータリアン Y 氏が、工

場設備を近代化して利益の向上をはかりたいと考えました。

そのためには、従業員の一部を解雇する必要があります。

この会社は同族企業で、また、失業率の高い地域にあり

ます。Y 氏は雇主―従業員関係を大切にしている人ですが、

企業設備の近代化によって競争力を高めないと企業経営が

困難になる可能性もあり、新しい設備に対応できそうもな

い高齢者は、解雇する必要もあります。しかし、長年会社

に貢献してくれた従業員を解雇するのは忍びがたいところも

あります。Y 氏はどうしたらいいでしょうか。

回答への道筋
　このような問題を考えるときに、４つのテストはあまり役

立ちません。というか４つのテストは、ロータリー活動を考

える上では役立つかもしれませんが、職業を行う上で有益

なテスト基準とは思えません。

　真実かどうか、なんて神のみぞ知ることだし、みんなに

公平か、みんなのためになるかどうか、みんなっていったい
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誰？　好意と友情を深めるために仕事する人なんているの？

との疑問です。

　ちなみに我々法律家は、「利益衡量」を中心に考えます。

A と B のどちらの価値がより重いかを事柄の性質に合わせ

慎重に判断する。あるいは「より制限的でない他の手段の

存在の存否」を考え、失われる利益が、他の方法で守れる

かどうか、などを判断します。おそらくロータリーの皆様が

日常で行っている行為です。

河村 二四男

　10 月号ロータリーの友、雑誌紹介です。皆様、10 月度は

米山月間です。2016 年静岡で開催された国際 RC２６２０

地区大会で米山ブースに訪問した時、ラシタ エリヤーワ君

との出会いが国際奉仕の縁で米山学友会と結びつきました。

　2 度目はスリランカの業界調査事業に行き、RI 前会長

のラビンドラン氏のコロンボ RC の関係者と会い、3 度目

の縁が 2017 年 2 月 2 日～ 6 日に甲府シティRC 創立 25

周年記念事業で甲府シティRC の有志がスリランカに渡り

JAPAN・EXP に参加と国際奉仕で古都キャンディを訪問し、

学校の教材支援とアジア象の保護活動に協力しました。

　2018 年 2 月 4 日東京都港区麻布小谷ホールに於いてスリ

ランカ建国 70 年記念式典に御招待頂き（詳細はロータリー

の友、縦組 13 頁、友愛の広場を参照）ラシタ君は甲府南

の米山学友であり地区の学友長として 2620 地区をはじめ全

国の RC に卓話依頼で訪問、米山学友会への理解と広報活

動に活躍しています。

　星野年度の地区大会が 10 月 27 日～ 28 日に甲府富士屋

ホテルで行われますが、ラシタ君は米山学友会長として米

山ブースを設営します。地区のスリランカ支援は「三島 RC,

甲府南 RC、甲府シティRC」の活動報告と事業中の「焼津

RC, 浜松南 RC」の計 5 クラブです。

　会員の皆様方には米山ブース訪問をお願い致します。甲府

シティRC25 周年に出席のスリランカ外交官サマンタ参事官

も参加します。今後もロータリーの奉仕活動の物語は永遠

に続きます。以上で 10 月号ロータリーの友、雑誌紹介です。

( 本日欠席者 )
飯沼、石川、井上、笠井、後藤、田中、田村、中山、樋川、廣瀬、

三澤、宮本、諸平   　　　　　　以上13名

( メイクアップ )
10/10 長期戦略計画策定委員会…長久保深、山田一郎、

奈良田和也、折笠浩二、佐々木亮、佐藤洋一

10/10 危機管理委員会…小澤義彦、長久保深、太田丈三、

吉澤宏治、奈良田和也、折笠浩二、佐々木亮

10/9  甲府南RC…小澤義彦、田中茂樹、平田　譲

10/11 甲府西RC…窪田浩之、隈部まさる、米山政彦

10/12 甲府東RC…三澤恒徳、樋川富夫

10/15 甲　府RC…飯田良直、山川和人

(ゲスト)　　　（ビジター）
中込　学　　　 ラシタ アンサカ エリヤーワ（甲府南RC）

当クラブ

飯田良直

当クラブのゴルフコンペで優勝しました。ハンディが多いの

と同伴者に恵まれたからです。次は努力して 100 を切りた

いと思います。

太田丈三

シーテックジャパンに行って来ました。人口知能の発展は

私たち企業に役立つが、その進歩に追いつかなければなら

ないと感じました。

小川雅也

クラブゴルフコンペ準優勝させていただきました。

ありがとうございます。

小澤義彦

担当例会です。よろしくお願いします。

折笠浩二

本日は職業奉仕委員会担当例会です。小澤委員長よろしく

お願いします。甲府南 RC ラシタさんようこそいらっしゃい

ました。本日は私の友人の中込さんを連れて来ました。新

会員候補です。宜しくお願いします。

川島英一

第一回ロータリーコンペに参加して来ましたが商品はゲット

できませんでした。…が、オープンコンペで北海道メロンを

ゲット出来ました！

隈部まさる

連休に孫たち（まだ学生ですが）とお誕生日祝に長野に行っ

て来ました。孫にお祝いして頂くなんてあなた何歳ですか？

佐々木亮

中込学様ようこそお越し下さいました。例会をお楽しみ下さ

い。米山学友会会長ラシタ様ようこそお越し下さいました。

地区大会を楽しみにしております。本日は職業奉仕委員会

担当例会です。職業奉仕とは何たるか小澤委員長宜しくお

願いいたします。

佐藤洋一、長久保深、矢部勝枝、藤巻素純、深澤壽、

長田秀、坂本茂晴、窪田浩之、若尾恭一郎、奈良田和也

ここ最近、めっきり寒くなりました。皆様風邪などひかぬ

様気を付けて下さい。本日の職業奉仕委員会担当例会、小

澤委員長、吉澤会員よろしくお願いします。

鈴木智弘

10 月10 日は 9 回目の結婚記念日でした。ロータリーから

お花を頂きありがとうございました。

幡野美好

先日は結婚祝いの花束ありがとうございました。46 年間よ

く耐えたと思ってます。

平田譲

ロータリー財団、米山記念奨学会の寄付ありがとうございます。

来月も私が笑顔で集めておりますので宜しくお願い致します。

山川和人

先日10 月13 日、14 日の 2 日間 ALSOK サッカー大会が鳴

沢村でおこなわれました。全国から 500 名以上の社員があ

つまりました。山梨もチームとして参加し私は 1ゴール（接

待パス）を決めました。

雑誌紹介

　９月２６日　　第１２２８回例会
修正出席者数　　35 ／ 43     81.40％
１０月　６日　　第１２２９回例会
修正出席者数　　32 ／ 43     74.41％
　　本日出席　会員数４３名
　　出席者数　　30 ／ 43     69.77％

ニコニコ　   ボックス

　　　次　週 １０／３１ (水)は特別休会
　　　次々週 １１／  ７ (水)の例会プログラム

国際奉仕・財団米山委員会担当例会


