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奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

ROTARY 3 月号から

シェカール・メータＲＩ会長エレクトは
壮大な計画を立てることを恐れません。

チームで力を合わせれば何でも実現できるのですから。

大きな
夢を
大きく実現

photography by SEPHI BERGERSON

　『Rotary』との 1 時間に及ぶインタ
ビューで、シェカール・メータさんは

「夢見る」という表現を何十回も口に
しました。心を打ち砕かれた人を立ち
直らせる夢。全世界からポリオを根絶
する夢。国民の 4 人に 1 人が読み書
きできないインドの識字率を 2026 年
までに 95％にする夢。 
　「夢は大きい方が、人々の心を動か
し実現させようと思わせる」とメータ
さんは言います。「マハトマ・ガンジー
はかつて、目標を見つければ手段はお
のずと見えてくる、と言いました。私
にとってロータリーはまさにその言葉
通りの存在です」 
　メータさんは奉仕に熱心な家庭で育
ちました。両親ともライオンズクラブ
の会員でした。幼少期から奉仕団体の
良さを知るメータさんは、友人にロー
タリーに誘われ、即入会。すぐに役職
を任されるようになりました。頼まれ

たら引き受ける、というのが彼のモッ
トー。チームの力を信じる彼は、引き
受けたら他の人々の力を借ります。 
　だからこそ彼は、大きな夢を掲げる
だけでなく、実現させることができる
のです。「自分でやったことがあるか、
計画がすでにあるのでなければ、他の
人にやってくれとは頼みません」。メー
タ さ ん は「Operation Eyesight Uni-
versal」インドの支部長で、シェルター
ボックスの元理事（2004 年のスマト
ラ島沖地震の際には 500 戸近い住宅
を被災者のために建設）、何千校もの
学校で実施されている、識字率向上プ
ログラムの立案者でもあります。しか
しインタビューでそんなことは一切話
に出てきません。メータさんが功績に
ついて話す時、主語は「私」ではなく

「私たち」です。 
　「奉仕しよう みんなの人生を豊か 
にするために」というメータさんの国

際ロータリー（ＲＩ）会長テーマは、
彼の行動から自然と出てきたもので
す。
　カルカッタマハナガル・ロータリー
クラブ（ＲＣ）の会員であるメータさ
んは、昨年 11 月、コルカタ（旧カル
カッタ）の自宅で妻のラシさんが隣で
見守る中、『Rotary』のインタビュー
に応じました。インタビューはオンラ
インで行ったのですが、まるでエバン
ストンのＲＩ本部にある会長エレクト
の部屋に一緒にいるかのように、メー
タさんのメッセージと熱意が伝わって
きました。

ロータリーの一員として重要なことを
実 現できると気付いたのはいつです
か？

強烈な洗礼を受けましたよ。友人
に入会を誘われて、クラブに認められ
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て入ったのは 25 歳の時でした。最初
の月に、広告の売り上げで資金集めを
するため、記念出版物を作ってほしい
と頼まれました。どうすればいいかま
るで分かりませんでした。でも頼まれ
たので、私は引き受けると、多くの人
が手伝ってくれて、うまく動き出した
のです。多額の資金が集まり、「よく
やったね、シェカール！」とみんなに
言われました。その 3 カ月後、クラ
ブ会報の編集を頼まれました。楽し
かったですね。もしまたクラブの役職
に就くとしたら、会報の編集がいいで
すね。あらゆる情報が集まってきます
から、クラブ内のことを把握できる。
私がロータリーに深く関わるように
なったのは、この経験があったのもひ
とつの理由です。 
　それから間もなく、私たちは義肢装
着のためのキャンプを開催しました。
脚を失った人に義肢を装着して、手こ
ぎ自転車を寄贈するのです。全員に役
目があり、私の役目は、彼らの握力や
腕力を確認することでした。手を握っ
てもらい、その人の腕を引っ張って力
を確かめます。 
　担当した最初の人は、地面をはって
やってきました。手を伸ばしてきたの
で、腕を引っ張るためその手をつかも
うとしたのですが、思わずドン引きし
てしまいました。手がとても汚く、触
りたくなかったのです。4 人目はハン
セン病患者でしたが、私に選択肢はあ
りません。7 人目か 8 人目になるころ
には「やりたくない」などという気持
ちは忘れて、彼らの置かれた苦境で頭
はいっぱいでした。それが、私がロー
タリアンになった瞬間だったと思いま
す。人のことを自分のことのように感
じられるようになったのです。 

責任ある役職に就くようになったのは、
自分から？　それとも頼まれて？

私はロータリーに何かを求めたこ
とはありませんし、頼まれて断ったこ
ともありません。皆にいつも言ってい
るのは「ロータリアンはボランティア。
ボランティアであることは、何かをし
たいということ。頼まれて断るのはボ

ランティアではありません」というこ
とです。

ＲＩ会長に選ばれた時の感想は？
　選ばれたと分かった直後ですか？　
うれしかったです。と言っても、飛び
上がって喜んだわけではありません
が。役職を引き受ける時はいつも、奉
仕するための機会が広がった、と思っ
ています。 
　ＲＩ理事に指名された時、盛大な祝
賀会が開かれました。インドでは普通
のことなのですが、皆さんが私のこと
をいろいろ褒めてくれて、私は非常に
恥ずかしかった。そんな言葉に応える
ためにすごいことをしなければ、と思
いました。その晩、今後 2 年間で達
成したいことを書き出しました。私の
国にはニーズがあふれていて、貢献す
る機会も数多くあります。それで、イ
ンドに 50 の眼科病院をつくるとか、
小児の心臓手術を 5,000 件実施する
とか、明け方までずっと考えていまし
た。インドの A. P. J. アブドゥル・カ
ラーム元大統領は、「夢とは寝ている
間に見るものではない。眠らせてくれ
ないものなのだ」と言っていました。
あの日、その言葉が心に染みました。 
　私の計画は笑われました。何か大き
なことをしようとするときには、人に
笑われても、最後に笑うのが自分なら
いいのです。うれしいことに、あの日
書き出した夢の多くは実現しました。 

任期中にも夢を見ると思いますか？
　もちろんです。そうでなければ、私
はＲＩ会長として失格だと思っていま
す。理事だった時、私の焦点はインド
にありましたが、ＲＩ会長になれば、
向き合う相手は世界です。そして、ロー
タリーは世界中どの国でも同じという
わけではありません。 
　ロータリーは 116 年の歴史を持ち、
200 を超える国や地域で、120 万人
のリーダーを擁し、一つの疾患をほぼ
根絶に追い込んでいるという実績を持
つ団体です。だとすれば、国家レベル
の変化を起こすプロジェクトを実施し
なければなりません。インドは世界

でも最大級の人口を擁する国ですが、
ロータリーが今日行っている活動は確
実にインドに変化をもたらしていま
す。ネパールにも影響を及ぼしていけ
るでしょう。バングラデシュでも、パ
キスタンでも可能です。また、世界レ
ベルでポリオ根絶活動を行っています
が、ポリオ常在国はあと 2 カ国を残
すのみです。 
　インドのロータリーは、テレビを通
じて小学校教育を提供するというア
イデアを思い付きました。3 年生は 3
チャンネル、9 年生は 9 チャンネルと
いうように、チャンネルごとに学年を
割り振るのです。放送では学校で教え
るのと同じ内容を扱い、毎回授業の終
わりに、「ロータリー提供」と表示し
ます。毎日 1 億人の子どもたちがこ
の放送を見ればロータリーの名を耳に
し、ロータリーがよいことをする団体
だということを知ることになります。

私たちのこの計画は 5 年半で実現
する予定でしたが、新型コロナがきっ
かけで政府がこの計画に関心を示し、
わずか 5 週間半で実施できました。 
　ロータリーは国レベルで変化を起こ
せると私が言うのは、このように、実
例があるからなのです。ロータリーに
はその力があるのです。 

インドのロータリーの特徴は？　その
中で、特に学ぶべきだと思う特徴は？
　頭で考えるのではなく、まず心で感
じることです。ポリオを根絶できると
思った人たちのことを考えてみてくだ
さい。彼らが頭だけで考えていたら、
ポリオ根絶など夢にも思わなかったで
しょう。無謀な考えでしたから。普通、
何十年もかかる世界的な計画などした
ことはないでしょう？　それでも、私
たちにはそんなことを夢見る勇気が
あったのです。  
　そういうプロジェクトに挑戦して、
リスクを背負う勇気が必要なのです。
私は失敗のことなど気にしていませ
ん。2 個の夢を両方とも実現させるよ
りも、10 個の夢を持ち、そのうち 6
個を実現させられるようになりたいと
思っています。大事なのは勝率ではな
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く、「世界でよいことをする」ことな
のです。大きな夢を持ちましょう。

ＲＩ会長として達成したいことは？  
　大きな目標が二つあります。一つは、
ロータリーの会員基盤を 130 万人に
することです。この 20 年間、120 万
人にとどまってきました。これは変え
なくてはならない。難しい目標ではあ
りません。一人一人が新会員を 1 人
ずつ連れてくればいいのです。私たち
全員がそうすればいい。もちろん、私
も 1 人連れてきますよ。 
　もう一つは私が情熱を傾けている奉
仕です。次年度は、特に女性のエンパ
ワーメント（力を引き出すこと）に重
点を置き、トイレなどの衛生施設の提
供に集中的に取り組みます。性的搾

さくしゅ

取
目的の人身取引など、女性は被害者と
なりやすいことを理解し、こうしたこ
とから守らなければなりません。  

1 年間という任期は短すぎますか？
　ＲＩ会長という職はロータリーにそ
れほど大きな変化をもたらさないと私
は思っています。それに、そうするべ
きでもない。大事なのは会長ではなく
ロータリーですから。120 万人の会
員たちがより大きく成長し、より多く
のことを成し遂げるようなインスピ
レーションを与えられたら、それは会
長として素晴らしい功績です。 

ＲＩ会長職はロータリーで最高の役職
でしょうか？ 
　ロータリーで最高の役職はクラブ会
長です。ＲＩ会長よりもクラブ会長の
方がずっと速く動けて、ずっと多くの
ことを実現できます。自分で直接奉仕
ができる喜びもあります。 

会長テーマは一人で考えたのですか？ 
　いいえ。私はいつもチームワークを
大切にしていますから。みんなの意見
を聞くのが好きなのです。テーマを考
える時、部屋には 10 人くらいいまし
た。このテーマは、私のロータリーに
おける哲学を言い表しています。私は

「奉仕」という言葉を使いたかったの

ですが、行動を呼び掛ける言葉にする
べきだと言われました。それで、「奉
仕」に「しよう」をつなげました。奉
仕すると、誰かの人生を豊かにするこ
とができます。それで、「奉仕しよう　  
みんなの人生を豊かにするために」と
いうテーマになりました。

最大の課題は何になると思いますか？
課題があるとすればたった一つ、

新型コロナです。この流行のせいで私
はいろいろな人との出会いがなくなる
かもしれませんから。バーチャルな世
界には良い点が多くありますが、ロー
タリーは人々の集まりです。人は人と
会わずにはいられないものです。録画
したメッセージよりも、実際に人と
会って話した方がインパクトがありま

す。ですから、できるだけ早く新型コ
ロナを収束させて、また会えるように
しましょう。

絶望的な状況というものは存在すると
思いますか？
　いいえ、存在しません。この世界的
流行ほど絶望的なものはありません
が、それでも私たちは対応策を見つけ
ました。例を挙げると、私のクラブに
は 90 人の会員がいますが、流行が起
こってから、最近の例会はウェブを介
して 2,400 人が出席しています。コ
ロナがなければそんなことは不可能で
した。ですから、絶望的な状況などな
いのです。あるのは機会だけです。  

国際協議会でのシェカール・メータさんの
講演は rotary.org/ia2021で閲覧できます

“ ロータリアンは
ボランティア。
ボランティアで
あるということは、
何かしたいという
こと”
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