
ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう 地区スローガン  

「世界を変える行動人」 

2月は 「平和構築と紛争予防月間」 です 

2月23日～3月1日 世界理解と平和週間 (2月23日 ロータリーの創立記念日) 
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 表紙の写真は、韓国安東市にあるAndong Young-Myeong Special Education Schoolの温室でレタスを
摘みながら生徒と話すロータリアンのチー・スー・シンさん（左から2人目）。2014年8月26日。グローバル補
助金プロジェクトの一環として、安東セントラル・ロータリークラブ（韓国安東市）はAndong Young-Myeong 
Special Education Schoolの知的障害、自閉症、情緒障害を抱える生徒のために、園芸の設備と職業研修
プログラムを提供しました。 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナー メッセージ ガバナー 藤井 秀香 

 2021年現在も紛争が解決していない国や地域
は？原因を知り解決策や支援について考えてみま
しょう。 

 世界には様々な理由により各地で紛争が起こって
おり、その影には、多くの子どもたちが犠牲になって
います。彼らは兵士として戦闘と他者の殺害を強要
されることもあり、心と身体に大きな影響を受ける
のです。 

 さらに、紛争終結後も満足のいく教育の機会が与
えられず、ふとしたことで暴力的な思想に染まって
しまう恐れもあります。こうした子どもたちの状況を
改善するためには、紛争の原因を把握し、解決に向
けた取り組みや被害を受けている人への支援が必
要です。 

 世界で起こっている紛争に対しどのような解決策
が必要かなどをふまえ、私たちロータリアンにできる
支援はあるでしょうか。 

紛争地域の人々へ私たちができる支援とは 

 まずは「紛争」がどのようなものかについて解説
します。 

 紛争とは、経済問題から宗教や文化の違い、民族

間の争い、集団心理や環境などで起こる争いが含ま
れます。 

 また、内戦は様々なことが要因となり発生する武
力行使による対立が、ある国の領域内で行われるこ
とを指すことが多いです。 

紛争とは 

紛争とは、経済問題から宗教や文化の違い、民族間
の争い、集団心理や環境などで起こる争いが含まれ
ます。また、内戦は様々なことが要因となり発生する
武力行使による対立がある国の領域内で行われる
ことを指すことが多いです。 

紛争が起こる主な原因 

 紛争が起こる原因は実に様々です。権力者の心理
的な側面から物理的な事情、宗教上の対立などあら
ゆる要素が複雑に絡み合って起こるのが紛争です。
紛争が起こる原因をまとめると以下の通りになりま
す。 

・宗教上の争い 

・土地や資源の奪い合い 

・権力者の利害関係 

・文化や民族性の差異 

・政治的信条の差異 

・差別 

 ポイントは上記した複
数の原因が複雑に絡み
合って紛争が起こるとい
うところです。なぜ紛争
が起こっているのか。こ
の点を考えることは紛争
の解決に必須です。原因
に即した解決方法をとることができなければ、紛争
の再発リスクは高まります。 

 現在でも紛争が起こっている国は決して少なくあ
りません。 

 そして、何年も何十年も解決せずに紛争状態が長
引いている地域では多くの死亡者が出ています。 

 2020年11月時点で解決していない紛争（内戦）に
ついて解説します。 

アフガニスタン紛争 

 アフガニスタンは紛争が1978年から断続的に続い
ています。アメリカの同時多発テロで世界的に知ら
れているビン＝ラディンなどが関わっているのがア
フガニスタン紛争です。 

アフガニスタン紛争に至った経緯 

 アフガニスタン紛争の始まりとなったのは、1978年
当時の政権であるアフガニスタン人民民主党に対す
る武力蜂起といわれています。  

 そして、政権に対する武力抵抗が国中に広がり、人
民民主党が当時のソビエトに軍事介入を要請しまし
た。結果、ソビエトの介入があり、大統領が殺害され、
政権争いと武力衝突は激化していきます。ソビエトの
介入に対立するように抵抗勢力に対するアメリカの
支援があるなど、アフガニスタン紛争を介した当時
の強国の間接的な対立も存在しました。 

平和構築と紛争予防月間 に寄せて 
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 その後、国連によるソビエト軍の撤退についての
決議があり、1989年にソビエト軍はアフガニスタンか
ら撤退しています。しかし、アフガニスタン紛争はソビ
エト軍の撤退で終わったわけではありませんでした。
軍が撤退したものの、ソビエトによるアフガニスタン
人民民主党への援助は続いており、それに対抗する
ように抵抗勢力へのアメリカの援助も続いていたた
めです。 

 そのため、アフガニスタンでは対立する勢力の武
力衝突が依然として続きます。その中でタリバーン
政権の台頭があり、2001年にはアメリカ同時多発テ
ロが起こりました。 

 その後は、アメリカ軍が集団的自衛権の行為を行
使し、アフガニスタン紛争はアフガニスタン戦争へと
変わっていきました。現在は戦争こそ一応の終結を
みていますが、断続的な武力衝突は続いています。 

シリア内戦 

 シリアではアサド大統領による独裁政権が40年に
も渡って続いていました。政府に対し国民の不満が
溜まっており、2011年に起こった大衆による抗議運動
「アラブの春」を受け、民主化運動への契機が高まっ
ていきます。そして、政権から虐げられていたスンニ
派を中心とした抗議運動はシリア全土に広がり、シー
ア派を主とするアサド政権政府軍とスンニ派を主と
する反政府軍との間で内戦へと発展したのです。 

 反政府軍が近隣国から様々な支援を受けること
で武装蜂起を行い、自由シリア軍を結成したことで
両者の対立は激化していきます。 

 さらに、自由シリア軍は拡大を続け、内部でも意見
がわかれヌスラ戦線という過激派組織も独立。アサド
政権もロシアやイランの後ろ盾を受け、反撃を行い
ますが、政府軍側のシーア派過激組織ヒズボラも参
戦し、内戦はさらに激化。ここにイスラム国が勢力を
拡大する目的で介入し、アサド政権政府軍、反政府
軍、イスラム国という三つ巴の戦いとなり、内戦を泥
沼化させることとなりました。 

 やがて、イスラム国は崩壊し、再び政府軍と反政
府軍の戦いの形になりますが、同時に政府軍を支持
するロシアと反政府軍を支持するアメリカとの対立
構図へとシフトしてしまったのです。 

 近年ではアメリカでトランプ大統領が就任後、在シ
リア米軍の撤退を示唆していましたが、ロシアの実質
的なシリア支配へと繋がるとの懸念があったため、
アメリカ軍は駐留を継続。 

 しかし2018年の暮れにはイスラム国の掃討が完了
したとして、アメリカ軍が撤退することと、シリアへの
直接介入は終わりを迎えましたが、2019年4月以降
も激しい空爆などが行われている状態です。 

クルド対トルコ紛争 

 クルド対トルコ紛争は、トルコ政府とクルド人の武力

衝突です。対立の根底にあるのは、トルコ人とクルド
人それぞれの政治思想や民族のあり方などの考え
の違いがあります。クルド人は「国を持たない民族」
とも呼ばれており、トルコではクルド人の問題が内政
上の課題です。 

 2016年にはクルド労働者党（PKK）による自爆テロ
事件などが起き、トルコ治安当局はPKKに対する掃討
作戦を行いました。イラク北部のクルディスタン地域
内に2020年6月14日以降、トルコ軍はPKK関連拠点へ
軍事行動を行いました。航空部隊と地上部隊による
攻撃を組み合わせているようです 

リビア内戦 

 リビア内戦には2011年に起こった当時のカダフィ
政権に対するデモをきっかけとした政権打倒の武力
闘争と、2014年から現在に至るまで続いている各種
政府とイスラム国系の武装勢力が乱立するものがあ
ります。 

 リビア内戦の問題は、民主的な手法で選ばれた「ト
リポリ政府（西部）」と国際的に認知された「トブルク
政府（東部）」という形で、部族社会に根ざす複数の
政府勢力があります。これらの政治勢力に加え、国連
を中心とした仲介努力により実現した国民統一政府
の賛成力が併存する状況が続いているのです。 

 2018年8月にはトリポリで民兵による武力衝突によ
り、市民が死傷者として出たとされています。今後は
リビアや周辺地域の安定のためにも、正統性を持つ
ことが期待されています。 今後はリビアや周辺地
域の安定のためにも、正統性を持つことが期待され
ています。 

イエメン内戦 

 イエメン内戦は2015年に起こり、現在に至るまで
続いているものです。2011年2月、「アラブの春」の煽
りを受けて反政府デモが発生し、それに端を発する
形でイエメンの国内に混乱が生じました。その混乱
の中、33年間にわたり国を支配してきたサーレハ大
統領（当時）が辞任。その後ハーディ新大統領が政権
移行プロセスに取り組みましたが、2014年9月に反政
府武装勢力のホーシー派がイエメンの首都サヌアを
占拠し政権掌握を宣言しました。 

 ハーディ大統領は首都を追われイエメン南部のア
デンやサウジアラビアに退避。ハーディ大統領から
の要請により、2015年3月にアラブ連合軍がイエメン
への軍事介入を開始したことで内戦状態が続いて
います。 

 2018年6月にはアラブ連合軍がホデイダ奪還作戦
を開始。ホデイダ市はイエメン国内有数の港を有す
るため、戦闘が継続することで物資供給の停滞し
「世界最悪の人道危機」と言われるほど危険な状況
が続いています。そのため、2020年時点でもイエメ
ンの人々は何らかの人道支援を必要としているとさ
れています。 
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紛争地域では子どもも犠牲者に 

 2020年現在も、世界では紛争が続いています。そ
して、紛争では多くの子どもが犠牲になるのです。 

 ここでは紛争地域における子どもの苦難を解説し
ます。 

子ども兵士（少年兵） 

紛争地域でとりわけ問題になるのが子ども兵士で
す。子どもたちは誘拐などにより半ば強制的に戦闘
員として紛争に参加させられます。子どもは価値観
や倫理観が未熟な状態にあるため洗脳に近しいよ
うな刷り込み教育を行いやすく、兵士として使いや
すいのです。様々な国で多くの子どもたちが、紛争
の武装勢力として使われています。 

栄養失調・食糧不足 

 紛争によって食料が不足すると、子どもが栄養失
調の状態になります。そして抵抗力が弱まり、感染症
などで命を落とすのです。病気にならないとしても、
生命活動を維持するだけのエネルギーを摂取するこ
とができず餓死してしまう場合もあります。 

性的虐待や暴力 

 さらに、対立勢力に対する性的虐待や暴力が子ど
もに及ぶ場合もあります。紛争の影響がある地域で
は、女の子を強姦したり強制的に結婚するなどの行
為も行われています。 

教育問題 

 紛争などによる数々の問題は、子どもから教育の
機会を奪います。そもそも紛争地域では教育の体制
そのものが整っていない場合が多いため、紛争終結
後であっても満足に教育を受けることのできる子ど
もはほんの一部です。 

 ユニセフによれば自然災害や紛争のある地域の
15歳から17歳の子どもの5人に1人は、これまで一度
も学校に通っておらず、5人に2人は小学校を修了し
ていないとされています。教育は、子どもたちが将
来仕事に就いたり収入を得るため、また様々な危険
を避けるためにも重要です。紛争により教育の機会
が奪われることは子どもたちの未来にも影響を残す
のです。 

（出典：ユニセフ「世界の就学状況報告書発表：学校に
通っていない子ども3億300万人」2018） 

紛争地域で現在行われている支援活動 

 紛争地域の人々に対して、私たちロータリアンはど
のような支援ができるのでしょうか。 

「世界平和度指数レポート」２０２０ 

 緑が濃いほど平和なことを示し、赤が濃いほど平
和から遠い事を示す。 
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 「世界平和度指数レポート」Global Peace Index 
は、継続中の国内・国外紛争、安全度や治安、軍事度
など平和に関する3部門・23項目を点数化していま
す。 

 2020年度集計で、最も平和な国は、1.078点を獲
得したアイスランドで、2008年から1位をキープして
る。以下、ニュージーランド（1.198点）、ポルトガル
（1.247点）、オーストリア（1.275点）、デンマーク（1.283
点）がトップ5に入った。そのほか、カナダ、シンガポー
ル、チェコ、日本9位、スイス10位の順で後に続いた。
韓国は1.829点で48位、中国104位、米国121位。  

 最下位はアフガニスタン（3.644点）で、シリア、イラ
ク、南スーダン、イエメンなどが下位を占めた。 特
に、97カ国・地域でテロ活動が増えており、世界でテ
ロおよび内戦が悪化していることが分かった。 

 テロによる死者はシリア内戦がピークに達した
2014年を起点として減少し始め、4年連続で減り続け
ている。  世界経済平和研究所は「Covid-19と平
和」と題する報告書で、伝染病の大流行以降、平和お
よび経済の回復性が高い国としてノルウェー、オー
ストラリア、ニュージーランドなどを挙げた。一方、そ
うではない国としてはイタリア、ギリシャ、ラトビア、
ポーランドなどが挙げられた。 韓国は米国、中国、
チェコ、リトアニアなどとともに中間レベルの回復性
を見せている国に選ばれた。別な「世界で最も幸せ
な国（2019年ランキングでは、韓国54位、日本59位、
中国93位）」ランキングではトップに居るフィンランド
は、上記の世界平和度分類では14位だった。  

 

「世界理解と平和週間（2月23日～3月1日）」  

    World Understanding and Peace Week 

 1905年2月23日は、ロータリーの創始者・ポール・ハ
リスが、友人三人と最初に会合を持った日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 この2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平  
和の日」として遵守されます。 

 この日、各クラブは、国際理解、友情、平和への
ロータリーの献身を特に認め強調しなければなりま
せん。 

 RI理事会はこの2月23日に始まる1週間を「世界理
解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調
することを決議しています。 

コロナを乗り越えましょう！ 

 2回目の緊急事態宣言が発令されましたが感
染拡大はおさまりません。 

 クラブ例会、行事の中止、IMの中止や延期が、
ガバナー事務所に報告が入って来ます。コロナ
禍の中での地区の運営の難しさ。 

 ガバナー訪問時にも、「大変でしょう」と励ま
して頂き、お葉書や、お電話、メール等での優し
いお言葉は、何よりの力となっております。 

 ガバナー個人で判断するのでは無く、ガバ
ナー補佐．幹事会議や、パストガバナー、同期の
ガバナーの皆さまなど一人でも多くの方に相談
をして、地区運営を行なっております。 

第７回ガバナー補佐・幹事合同会議 

２０２１年１月９日（土） 

 

 会員、関係者の全ての皆さまの健康と安全が
第一と考え、決定した事は、追って発信していき
ますのでご理解、ごl協力お願い申し上げます。 

 地区大会、地区大会ゴルフをどの様な形で実
施するか、地区大会委員会会議にて思案中で
す。 

 親愛なるロータリアンの皆様、御身ご自
愛の程お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

   Rotary International  District2640.        

       2020-21  Governor  Hideka Fujii  



2021年ロータリー国際大会は、バーチャル開催 

 新型コロナウイルスによる脅威が続いていることを受け、2021年6月12～16日に台北
（台湾）で開催予定だったロータリー国際大会は、バーチャル行事として開催するこ
ととなりました。 

 台北に集まることができないのは誠に残念ですが、出席者や関係者の皆さまの健康
を守るために、国際ロータリー理事会が決定した必要な措置であることをご理解くだ
さい。2021年バーチャル国際大会の詳細は、近日中に公開されます。現時点で知って
おくべき情報は下記の通りです： 

 

国際大会、大会前行事、チケット料金の返金 

 RIは、登録者全員の登録を自動的にキャンセルし、返金を行います。これには、
ローターアクト、青少年交換役員、国際共同委員会の各大会前会議の登録料、食事を
伴う行事のチケット料金も含まれます。 

 全登録者に情報をお伝えし、キャンセルと返金の手続きができるよう準備を行って
おりますので、皆さまの登録、チケット、ホテル予約のキャンセルについてRI登録業
務部に問い合わせの連絡をしないようお願いいたします。本日よりも前に登録キャン
セルをした方には、50ドルの手数料も返金されます。 

 

ホスト組織委員会（HOC）チケット制行事の登録 

ホスト組織委員会行事のチケット料金は、台北ホスト組織委員会により返金が行われ
ます。詳しくはrotarytaipei2021.orgをご参照ください。 

 

ホテル客室予約 

ロータリーの公式予約業者であるMaritz（旧「Experient」）を通じてロータリー指定
ホテル客室を予約した方は、何もする必要はありません。キャンセルの詳細について
Maritzから連絡が行われます。団体でホテル予約をし、料金の一部または全額を既に
支払った方には、返金手続きについてフォローアップの連絡が行われます。 



ロータリーのコロナ対策 

 新型コロナのため一部地域を対象に緊急事態宣言が出されましたが、大切なのは一人ひとりが

感染防止に努め、行動すること。人との物理的距離をあけることで、自分だけでなく相手を守り、

家族や友人、地域社会のみんなを守ることになります。20秒手洗いも続けていきましょう。 

新型コロナウイルス流行の中でロータリーに参加しつ
づける方法 

 ロータリーは人と人との繋がりを礎としています。
でも、新型コロナウイルスの影響で例会や行事がで
きない、親睦や奉仕の活動ができない、という方も多
いでしょう。オンラインを通じてさまざまな方法で
ロータリーに参加し続ける方法をご紹介します。 

オンライン会議ツールを活用 

 新型コロナウイルスでテレワーク（在宅勤務）をす
る人が多くなり、最近メディアでも話題となっている
のがオンライン会議ツールです。こんな時は、Eクラブ
でなくてもオンラインツールを利用して例会を開い
たり、仲間との会話を楽しんだり、奉仕活動のアイデ
アを話し合ったりできます。 

 Zoomは日本語で利用できる大変便利なツールで
す。無料の場合は参加人数100人まで、制限時間は40
分間です。有料の場合は時間無制限です。ロータリー
会員は、ロータリー グローバル リワードで割引料金
をご利用いただけます。そのほかにも、Google ハン
グアウト MeetやMicrosoft Teamsといったオンライン
のミーティングツールがあります。 

 

新型コロナウイルスのワクチンに関して、ロータリー
が担う役割 

 ロータリーは、ポリオを根絶間近にしてきた長年の

経験を通じて、ワクチンの効果を示してきました。 

 ロータリーとポリオ根絶推進活動（GPEI）のパート
ナー団体は最近、ワクチンの導入と配布を支援する
準備ができていることを発表しました。また、新型コ
ロナウイルスワクチンの公平な配布に取り組み、すべ
ての地域社会が平等にワクチンを利用できるよう支
援します。 

 ＲＩ理事会と管理委員会は、最近の合同会合で、ロー
タリークラブとローターアクトクラブによる新型コロ
ナウイルスワクチンの導入と配布の支援を奨励する
共同タスクフォースを設置しました。 

 ワクチンに関する誤った情報やワクチン接種への
ためらいに対応するため、事実に基づく正確な情報
（地元保健当局が提供する情報）を拡散することを会
員にお願いしています。 

 会員は、マスク着用、人との距離、適切な衛生週間
を推進する活動や防護具を寄贈する活動に引き続
き、参加してください。 

 

クラブと地区の会合  

 地区およびロータリークラブとローターアクトクラ
ブが、会合やイベントをオンラインで行うか、中止ま
たは延期とすることを推奨しています。旅行や行事
への参加を検討する際には、健康面といった個人的
事情も慎重に考慮してください。 



ロータリー財団に13年連続で最高評価 

 ロータリー財団はこの度、米国の慈善団体を評価する独立評価機関であるチャリティナビ

ゲーターより、13年連続で最高の4つ星評価を受けました。 

 今回の4つ星は、ロータリー財団が部門別のベストプラクティスを実践し、財務的に効率の

よい方法でその使命を遂行したこと、また、財務健全性、説明責任、透明性へのコミットメン

トを示したことが評価されたものです。チャリティナビゲーターが評価する団体のうち、13年

連続で4つ星評価を獲得した団体は、全体の1パーセントにすぎません。 

 チャリティナビゲーターの会長兼CEOのマイケル・サッチャー氏は次のように述べていま

す。「この功績と4つ星評価により、貴財団のファンドレイジングと広報活動によい影響がもた

らされるでしょう」 

 チャリティナビゲーターによる評価では、寄付の活用、プログラムとサービスの維持、健

全なガバナンスと開放性などが審査されます。 

GlobalGivingは、チャリティーナビゲーターの信頼できる影響情報プロバイダーです。

GlobalGivingはこの慈善団体を精査しました。GlobalGivingは、学習と改善に対する各慈善

団体の取り組みに関する詳細情報も提供します。以下のGlobalGivingのステータスとバッジ

は、この慈善団体の有効性に関する情報を提供します。  

GLOBALGIVINGからの追加のバッジ 

リーダーステータス 

過去1年間に積極的な関与や効果を示したことで、GlobalGiving LeaderStatusを獲得
しています。GG Rewardsは、GlobalGivingが非営利団体に報酬を与えるために使用す
るシステムであり、非営利団体が奉仕する人々の話を聞き、学び、影響力を向上させ
ることを示しています。 



悲しき真実 ： 世の中に不足する「人助け」 
 不可欠な役割を担う人たちが足りない社会について考える 

記事 Joe Queenan イラスト Sébastien Thibault 

 世間では、医者や看護師、教師など、必要不可欠な
職種が人手不足になることがあります。 

 一方で、庭師、バ
リスタ、俳優、マ ッ
サ ー ジ 師、ト レ ー
ナー、美容師、コン
ピュータープログ
ラ マ ー、シ ェ フ、
ヘッジファンド担当
者、バレリーナ、不
動産屋、保険調査
員、漫才師、バーテ
ンダー、シンガーソ
ングライター志望
者、自動車販売屋などが足りなくて困ることはあまり
ありません。 

 同じことが、「人助けをする人」（Good Samaritans）
にも言えます。自分より人を助けようとする「利他主
義」が、世の中に不足しているのです。 

 慈善団体が不足しているわけではありません。社
会のために活動する教会、財団、政府機関は数多く存
在します。しかし、慈善団体だけでは、コロナ禍が生み
出した諸問題に対処できません。どの時世でも、社会
は善意ある人たちの行為に頼っています。 

 「善行者の不足」というこの問題に私が目を向ける
ようになったのは、2月にワシントンDCの町を歩いて
いたときです。赤いベストを着た青年が近づいてき
て、募金を求めるので、その団体にはもう寄付をした
ことを伝えました。（実際には、多くの慈善団体をサ
ポートしている妻が寄付をしたのですが） 

 終始笑顔の青年は、しつこく寄付を求めたり、皮
肉っぽく「Have a nice day（良い一日を！）」と言う

こともありませ
んでした。寄付
のおかげで活動
を続けられると
言い、私の（正確
には妻の）芳情
に礼を述べまし
た。その上で、そ
の日の募金は、
この団体の特定
の活動のための

資金集めが目的だと言うのです。 

 既に寄付した人から募金を求めるのは二重取りで
はないか、と私は説明しました。絶滅種のカバを救う
ために寄付した人に、今度は絶滅種のサイを救うた

めの寄付を求めるようなものだ。「善人」に対し、もっ
と善人になるよう求めるようなものだ、と。青年は、
私の反論に辛抱強く耳を傾けた後、次のように言い
ました。「私たちは、前に寄付した方々に、もう一度寄
付をお願いするようにしています。そのような方々は
寛大な心をお持ちだからです」 

 この巧妙な論理に丸め込まれてしまいましたが、
私は納得できませんでした。正直なところ、心の中で
「たまにはほかの人が寄付したっていいじゃないか」
と思ったのです。 

人助けの人材不足 

 その後、私は地元でいつも人助けをしている人に
ついて考えました。この人たちは、善行を1回でやめ
ることはありません。土曜日に図書館で古本バザー
を手伝っていると思えば、日曜日にはガールスカウト
でボランティア活動をしている。歴史的建物を保存す
る署名運動をしていると思えば、今度は壁画の保存
活動をしている。最初は自己満足のためではないか
と思いましたが、長年見ているうちに、その行為は、
ただ人を助けたいという気持ちからなのだとわかり
ました。人助けをする善人が世の中に十分にいない
から、そうしているのだと。 

 アメリカの野球界には、マイナーリーグで育った選
手がいずれメジャーリーグに昇格するという人材の
パイプラインがあります。これと同じような仕組みが
あれば、第一線で人助けをする人たちにはありがた
いと思うのです。例えば、高齢者施設をボランティア
で運営する妻は一世代ほど年下のボランティア志向
の人たちを常に開拓しています。 

 より良い世界を築くには、いつも同じ善人ばかりに
頼ることはできません。社会は「根っからの善人」とか
「生来優しい人」だけに依存できないのです。そのよ
うな人の数は十分ではなく、助っ人が必要です。絶え
ず新しい人材を集める必要があり、だからこそロータ
リークラブが存在するのです。 

 大切なのは「気持ち」だとよく言われますが、それ
は正しくありません。善いことをするなら、正しい方
法でしなければなりません。 

人助けをする人 vs たまに人助けをする人 

 ほかの大勢の人と同じく、私は生まれつきの善人
ではありません。善い行いをするように教えられて
育ったおかげで、何とかまともな人間になっています
が、自分が高潔な人間のかがみだとは思っていませ
んし、せいぜい、高潔な心をもつ伴侶を得たぐらいで
す。  

  【次ページへ】 



 コロナ禍が始まって以来、それまで社会貢献とは
縁のなかった多くの人が人助けをする姿を見るにつ
れ、慈善について深く考えるようになりました。私が
住む小さな町のように、これまで一握りの人が人助
けをしてきた場合、ボランティア未経験者（またはボ
ランティア経験が少ない人）による活動が、時として
迷惑になることがあります。汚染された湖やゴミだら
けの公園の掃除、高齢者の付き添いや外国人への言
語教育といった活動のすべてにおいて、その正しい
方法というものがあるからです。 

 大切なのは「気持ち」だとよく言われますが、それ
は正しくありません。善いことをするなら、正しい方
法でしなければなりません。たまに人助けをする人
は、その正しい方法がわかっていないことが多々あ
ります。七面鳥が欲しい人にチキンをあげたり、ハム
が欲しい人に七面鳥をあげたりします。食料品の寄贈
を募っても、人びとが本当に必要とする食料が十分
に集まらずに、結局スーパーで買い足さなくてはな
らないのが常です。たとえ慈善活動であっても、それ
でよいわけがありません。 

 肝心なのはこの点です。「人助けをする人」はそれ
を職業としているわけではありませんが、だからと
いってアマチュア扱いすべきではありません。真剣に
人助けをする人は、スキルを身につけ、自分の才能が
どこで必要とされているのか（または必要とされて
いないのか）を知る必要があります。（楽器を巧みに
演奏するなど）どんな美徳も練習が必要です。コロナ
禍がもたらした数少ない良いことの一つは、それま
で人助けのために何もしていなかった多くの人が、そ
の方法を学び、下手なアマチュアから、真のニーズに
応える善行者となる絶好のチャンスを得たことです。
私の町でも、これまで慈善に関心のなかった人たち
が、サービス業の従事者に多額のチップをあげたり、
自宅から出られない人のために食料や物資を届けた
り、河川敷のゴミ拾いをしたりしています。 

（人助けをする人も）助っ人が必要です。絶えず
新しい人材を集める必要があり、だからこそロー
タリークラブが存在するのです。 

次世代の善行者を求めて 

 勤務時間外に従業員に社会奉仕を義務づけている
進歩的な企業もありますが、私としては、人助けを強
要すべきではないと考えています。私はフィラデル
フィアの治安の悪い地域で育ちました。敬虔なカトリッ
ク教徒だった両親は、貧しいながらも、日曜日の礼拝
時には教会の寄付かごに必ずお布施を入れていまし
た。 

 このお布施は、教会から送られてくる封筒に入れま
す。その封筒には、名前と住所、金額の記入欄があり、
教会は毎月、金額入りで寄付者のリストを公表します。
「寄付額5ドル」の欄に名前が載るのは気恥しいです
が、名前がまったく載らないよりもマシです。 

 社会にもこれと同じようなものが必要だと思いま
す。善行者（do-gooders）たちが高齢化し、引き継いで
くれる次世代を待っています。その間にも、同じ顔触
れが投票所や介護のボランティア、PTAの役員をして
います。住民の善行リストをつくって公開すれば、何も
していない人がいればわかりますし、各々が何かをし
ようと思うでしょう。反感を買うかもしれませんし、確
かに手厳しい方法ですが、重い腰を上げさせるのに
は効果的だと思います。 

 以前、娘が付き合っていた経済学専攻の聡明な青
年は、「合理的選択理論」を信じ、人の行いにはすべ
て経済的な動機があると主張していました。人助け
をする人は、そうすることで見えないところで何らか
の経済的恩恵を受けているのだ、と。私は当時、この
理論がまったく理解できませんでした。 

 しかし、今は何となくわかります。人助けをすれば、
自分自身に対して良い気分になるだけでなく、節約
にもなります。ヨガ教室、生涯教育、自己啓発本、軍隊
式トレーニングなどは、高いお金と時間がかかるだけ
で、結局、自尊心が高まることはほとんどありませ
ん。その解決策が、人助けです。経済学者が何と言お
うと、幸せとはかけがえのないものであり、値段をつ
けることはできないのですから。 

• この記事は、『Rotary』誌2020年12月号の掲載記事
を編集・翻訳したものです。 

地元の町や世界をより良くしたいと願うロー
タリーの120万人の会員は、世界で、地域社会
で、そして自分自身の中で、持続可能な良い
変化を生むために、人びとが手を取り合って
行動する世界を目指しています。 

私たちの活動にご参加ください。 



ロータリー財団 特別功労賞への推薦 

 ロータリー財団への卓越した奉仕を実践し、4年以上前に功労表彰状を授与した方をご

存知の場合は、奉仕を称える国際ロータリーの最高の賞の一つである特別功労賞に候補

者をご推薦ください。推薦は、こちらのオンラインフォームをご利用ください。 

 推薦期間は1月～2月です。 

 特別功労賞は、ロータリー財団を通じて卓越した奉仕を実践した人に贈られる賞です。国際的な
審査に基づき、毎年最高50人のロータリアンに授与されます。本賞受賞者の選考に、候補者の寄付額
は考慮されません。 

 候補者は、4年以上前に「功労表彰状」を受賞した人でなければなりません。この条件を満たし、会
員としての義務を果たしている正会員であれば、どなたでも候補者となることができます。過去に
特別功労賞を受賞している人は、候補者となる資格がありません。この推薦書式を提出する前に、
過去の受賞者リストを確認することをお勧めします。自己推薦はできません。 

 フォームには、候補者に関する情報およびその活動歴・達成事項をご記入いただきます。 

これらの情報を準備するために、入力に先立って特別功労賞の推薦フォームをダウンロードすること
をお勧めします。（DSANomination_JA.docx） 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_3Cv2x1V2IoiMoPH 

 入力の際は、「説得力のある推薦書を書くためのヒント」もご参照ください。 

 用紙での推薦フォームを国際ロータリーに提出しないでください。選考委員会に提出されるのは、
オンラインで入力されたフォームのみとなります。 

 必要な情報を準備されましたら、フォームへの入力を開始してください。 



２０２１学年度 米山記念奨学生選考会開催 

 １月１７日泉佐野市臨空物流センターにて、2021学年度の米山記念奨学生選考会を開催い

たしました。 

 受験生28名中16名を奨学生として

採用いたしました。四月より米山奨学

生として活躍に期待しています。審査

員には藤井ガバナー、谷野前副委員

長、米山記念奨学委員長の私の3名。そ

のほかにフリートーキングの審査員とし

て木村、新本各小委員長が審査員をし

ていただきました。 

 受付・誘導など米山記念奨学委員会の委員の皆さん総勢18名位の参加をいただき、ありが

とうございました。 

 前週に大阪府に新型コロナ緊急事態宣言が発出されたので、コロナウイルス対策として検

温、アルコール消毒はもとより受験生にはフェイスシールド、審査員の間にはアクリルパー

テーションとコロナ対策を十分施し開催いたしました。 

地区米山記念奨学委員長 玉井 洋司  



第７回ガバナー補佐・幹事合同会議 

 １月９日（土）、午後2時から、けやきＯＮＥ 4F会議室において、第７回ガバナー補佐・幹事合同

会議を開催しました。 

 冒頭、藤井ガバナーは「新しい年が始まりました。去年は、新型コロナウィルス感染拡大に

より、煩悩された一年でした。この様な中、会員の健康と安全が一番です。皆様におかれまし

ては、さらに感染予防にご留意いただき、地区運営にご尽力くださいますようお願いしま

す」さらに「ポリオ根絶、コロナ終息を祈願し、皆様にとって、健やかで明るい一年になります

ように」と挨拶しました。 

 議題は、①ガバナー案件について②各委員会からの計画、報告③その他で、依然としてコ

ロナ感染が危惧される中、今後の地区運営、活動について協議いたしました。 



第1回 2021-2022年度ガバナー補佐・次期幹事予定者合同会議  

 豊岡 敬 ガバナーエレクトは、１月９日（土）、午後4時30分から、けやきＯＮＥ 4F会議室にお

いて、第1回2021-2022年度のガバナー補佐・次期幹事予定者合同会議を開催しました。 

 会議では、①組織図（案）・組織表（案）②地区チーム研修セミナー開催について③PETS

開催について④各規定について協議しました。 

 依然としてコロナ感染が拡大している中、今後行事予定のなど、開催方法なのほか、判断

についても話し合いました。 

 なお、2月1～11日の国際協議会は、バーチャル形式で開催され、豊岡ガバナーエレクトは、

オンラインで参加。次年度のシェカール・メータ ＲＩ会長の方針とテーマ、テーマロゴが示さ

れる予定です。 



ポリオ根絶のための募金へのご協力のお願い 

河内長野高野街道ロータリークラブ 
会長 太田 光治 

  

 ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気であり、特に感染しやすいのは５歳未満の子ど
もです。日本では一般に「小児まひ」とよばれることもあります。 

 世界中が新型コロナ感染に関心が集まる中、新型コロナウィルス感染終息は勿論喫緊の課題です
が、もう少しで根絶するところまできているポリオ根絶に向けた取り組みをここで力を抜いて再燃さ
せてはなりません。世界からポリオを根絶しない限り、今後10年以内に、世界での年間発症数は20万
件に上ると予想されています。ポリオの常在国はわずか２カ国ですが、ポリオの発症がどこかで起き
ている限り、感染の危険は世界中の子どもに及ぶことになります。またポリオ根絶プログラムではこ
れまで、ポリオウイルスの特定やワクチン配布キャンペーンを通じて大規模なインフラを築いてきまし
た。各国のポリオ根絶担当チームは、このインフラを新型コロナウイルス（COVID-19）への対応に活用
することで、感染リスクにさらされやすい人、特にポリオ常在国の人びとを新型コロナウイルスから守
るべく支援に乗り出しています。パキスタンやナイジェリアといった国では、何十年ものポリオ根絶活
動の経験が、政府による新型ウイルス対策の支援に役立てられています。 

 新型コロナ禍で世界中が大変である今こそ、ポリオ根絶に向けた募金活動にもご協力の程宜しく
お願い致します。 

 ポリオ根絶に向けた募金箱を河内長野市内の各公民館に設置しております。皆様のご協力を何卒
よろしくお願い申し上げます。 

 また10月24日の世界ポリオデーには世界遺産であり祈りの聖地である高野山にてポリオ根絶及び
新型コロナウィルス感染終息祈願法要を執り行います。法要の様子はFacebookにて同時中継致しま
すので、是非ご自宅や外出先から中継動画をご覧いただき、共にお祈り頂けますと幸いです。 

 Facebookアカウント名「END POLIO NOW RotaryD2640」 

           h ps://www.facebook.com/year.2020.21 



ロータリー財団地区補助金を活用し非接触型体温計を寄贈 

岸和田東ロータリークラブ 

会長 上林 史和  

 新型コロナウイルス感染予防に役立てて欲しいと岸和田市内の学校、幼稚園、保育所113

施設に非接触型体温計を寄贈しました。 

 ロータリー財団地区補助金を活用することにより、市内すべての施設に贈呈することで

きました。体温測定に時間を取られることなく、感染予防・健康管理に長期に役立てていた

だければと願っております。贈呈式は1月5日、岸和田市市長室で行われ、市長・教育長ら臨

席のもと目録を手渡しました。「体温測定は感染拡大防止のかなめ、この時期で大変あり

がたい」とのお言葉をいただきました。 

 この模様は地元ケーブル局「テレビ岸和田」が取材、番組内で放映された他、市の公式

ホームページ、Facebook、Twitterに掲載されました。 



コロナ禍での橋本RC創立６５周年式典 記念事業 

地域内の８中学校に備品寄贈・「こども食堂」等の支援 

橋本ロータリークラブ 

会長 坂口  卓 

記念事業実行委員長 石脇 正雄 

 創立記念事業を計画・立案を行っていましたが、１００年に一度と言われる新型コロナウイル

ス禍に遭遇したため、当初の計画を大きく変更しました。 

 コロナ禍で全国一斉長期の休校が実施されたため、学習活動に大変な遅れが生じました。

その遅れを取り戻すため夏休みを短縮して猛暑の中での学習活動を支援するため下記の写

真のような教育備品を各中学校の要望に応じて寄贈、また、コロナ禍でより一層支援が必要

になった「子ども食堂」「子どもの居場所」への支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 記念式典は2020年10月29日(木)、通常例会場にて、橋本市長、かつらぎ町長、九度山町

長、各市町の教育長、８校の校長様方のご臨席を賜り、各報道機関の方々の出席をいただき

コロナウイルス感染防止対策のもと短時間で開催いたしました。 

ウォータークーラー 















 

 

  ガバナー月信は、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に活かせ

てもらうため、情報収集に努めています。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 具体的には、

記念事業や特別例会、クラブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、 同好会等）や会員増強

等、職業奉仕（講演会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、福祉・教育支援事業等）、国際奉

仕（友好クラブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少年奉仕（青少年交換、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー財団、米山記念奨学会等の活動などの案内、

募集、報告等の寄稿をお願いします。 また、ご提供いただける情報は、文書面、 資料、写真を

ＦＡＸ、封書等又はメールでガバナー事務所へご連絡ください。 月信では、引き続き、国際ロー

タリー、地区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の収集等、紙面の充実に努めてまいりま

す。 ご協力、よろしくお願いします。                     （地区 ＩＴ・ガバナー月信委員会）  

国際ロータリー 

第2640地区 ガバナー事務所  

〒640-8331  

和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室  

TEL（073）426-2640  

FAX（073）426-2660 

http://rid2640g.com/fujii/ 

e-mail: fujii@rid2640g.com 
JR和歌山駅西口から徒歩7分  

阪和道、和歌山インターから約10分 


