
 

            

   
Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１５５号 

第２１８８回 

２０２２年４月１４日  木曜日   

会員基盤向上セミナー及び合同例会 

 

 

 



 

            

RI2790地区 第 11グループ ホストクラブ会長 酒巻 秀明様 (柏東 RC) 
 

2022 年 4 月 14 日に第 11 グループ合同例会をクレストホテル柏にて開催しました。今回は新

型コロナウイルスまん延防止措置が解除された事から、感染対策を実施したうえで基本全員

参加にて行い、当日は約 100名の参加となりました。 

 

会場は円卓席にて各クラブ自由席とし昼食を摂りながら、久しぶりの再会にて親睦を深めて

頂きました。そして、食後 12 時 30 分点鐘。点鐘は第 11 グループの団結の意を込めて、5

クラブの会長全員にて行いました。その後、物故会員へ黙祷をしました。次に梶原等ガバナ

ーにご挨拶を頂きました。ガバナーにおいては、お忙しい中おいで頂き有難うございました。 

 

基調講演として、当グループ柏クラブの、寺嶋哲生パストガバナーによる「ロータリーの為

(な)すべき事」と題し講演を頂きました。ロータリーの基礎知識を含め、現在のロータリー

クラブの役割や変化してきている事、今後の在り方など、講演頂きました。 

 

その後各クラブの発表として「この一年を振り返って」と題し、

各クラブの会長より発表されました。主に奉仕活動の報告が行わ

れ、各クラブ共、昨年に引き続きコロナ禍での活動となり、例会

の減少の中で、ご苦労されていました。その中でもグローバル補

助金にて、アフリカの国に医療機器の設置等を行なった事。また

地区補助金を活用した報告など、

各クラブ活発な報告をして頂きま

した。また各クラブにおいては、

コロナ禍での例会の在り方に工夫

をしているなど、情報交換などが

出来、有意義な合同例会となりま

した。 

 

最後に昨年度ガバナー補佐を勤めて頂いた、柏西クラブの鈴

木桂三会員にお礼と花束を贈呈し、次年度ガバナー補佐及び

会長、幹事を紹介して、閉会の点鐘(5 クラブ会長)となりまし

た。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

基調講演 RI2790地区パストガバナー 寺嶋哲生様（柏 RC）  

「ロータリーの為(な)すべき事」 
 

何故ロータリーを創ったのか？ 

 

私はただ寂しかったのです。 

寂しさを紛らわすために、寂しさから抜け出すためにロータリーを創ったのです。 

高邁な原理原則に基づいて何かをするとか、そういう事は全く思っていませんでした。 

寂しさを共有する人が集まったシカゴ・クラブの最初の目的は親睦以外にはありません。 

（1935年来日時のポールハリスの言葉） 

 

初めて明文化された「ロータリーの綱領」（1906年） 

 

①本クラブ会員の事業上の利益の増大（互恵取引） 

②社交クラブに付随する親睦およびその他の特に必要と思われる事項の推進（親睦） 

 

三つ目の綱領（1907年） 

 

③シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと忠誠心を市民の間に広める

こと（社会奉仕） 

（社会奉仕の父ドナルド・カーターの提案） 

 

ロータリー倫理訓（道徳律）の採択（1915年） 

 

互恵取引を普遍化 ⇔ 職業倫理概念の確立 

 

ロータリーの骨格 

 

親睦 

職業倫理 

人道的奉仕 

⇒ これらを通じての学び（リーダーシップの涵養） 

 

ロータリーの為すべき事（Object） 

 

意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと 

（国際ロータリー定款第 4条「ロータリーの目的」） 

 

「事業」とは何か？ 

 

事業（Enterprise） 

≒活動（Activity） 

≠事業経営（Business）（決議 20R-02：2790地区千葉 RC） 



 

            

「奉仕の理念」とは 

 

Rotary clubs everywhere have one basic ideal 

The ideal of service which is thoughtfulness of and helpfulness to others. 

 

ロータリークラブは、一つの基本的理念を持っている 

その奉仕の理念とは、他を思いやり、他の助けになることです 

（初代事務総長チェスリー・ペリーの言葉） 

 

我々ロータリアンの為すべき事（Object） 

 

日々のあらゆる活動において、他を思いやり、 

他の助けになること 

 

誰を思いやり、誰の助けになるのか？ 

 

・クラブ奉仕：会員とその家族、ロータリーファミリー 

・職業奉仕（倫理）：顧客、取引先、社員、株主 

・社会奉仕：地域社会とその構成員 

・国際奉仕：国際社会とその構成員 

・青少年奉仕：青少年・青少年団体とその構成員 

 

どう行動すべきか？ 

 

社会奉仕に関する 1923 年の声明（決議 23-34） 

＊「社会奉仕」概念が細分化される以前＊ 

 

決議 23-34の（4） 

 

いずれのロータリークラブも、毎年度、何か一つの主だった社会奉仕活動を、それもなる

べく毎年度異なる活動を後援する事が望ましい（抜粋） 

⇒単年度主義 

 

決議 23-34の（6）の（f） 

 

ロータリーは、事業を始めたり、始動したりするが、一方、当然それに関心を持っている

と考えられる他の全ての団体の協力を得るように努力すべきであり、そして、当然ロータ

リークラブに帰すべき功績であっても、それに対する自分の方の力を最小限度に評価して、

その全てを協力者の手柄にするようにしなければならない（抜粋） 

⇒陰徳の美 

 

 

 

 



 

            

決議 23-34の（6）の（g） 

 

クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業よりも、広く全てのロータ

リアンの個々の力を動員するものの方がロータリーの精神により適っていると言える。そ

れは、ロータリークラブでの社会奉仕活動は、ロータリークラブの会員に奉仕の訓練を施

すために考えられたいわば研究室の実験としてのみこれを見るべきであるからである 

⇒I serve 

 

ロータリーの危機と変革 

 

先進国（日本を含む）における会員減少 ⇔ ロータリーの存在意義の低下 

 単年度主義 ⇔ 継続性（戦略計画） 

陰徳の美 ⇔ 陽徳（公共イメージ向上・ブランディング） 

I serve ⇔ Take action（人道的奉仕の重点化と増加） 

 

戦略計画（2010-13年） 

 

使命（Mission）：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 

本質（Core Essence）：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 

  

３つの優先項目 

・クラブのサポートと強化 

・人道的奉仕の重点化と増加 

・公共イメージと認知度の向上 

 

戦略計画（2020-24年） 

 

４つの戦略的優先事項 

・より大きなインパクトを与える 

・参加者の基盤を広げる 

・参加者の積極的な関りを促す 

・適応力を高める 

 

不易と流行 

  

変えてはいけないもの：目的 

（定款・第一標語・第二標語・４つのテスト） 

  

変えなくてはいけないもの：方法 

（柔軟性） 

 

 



 

            

培うべきもの：信用 

そのエンブレムを誰もが認識し、誰もが信用するブランド 

（Exレッドクロス・スリーポインデッドスター） 

 

果たして、ロータリーのエンブレムは如何に？ 

 

情けは人の為ならず 

（One Profits Most Who Serves Best） 

 

目的を共有して互いに協力することで、会員同士の友情を

育み他に感謝される事により、私達の心が充足しロータリ

アンとロータリーに対する社会からの信用を築き培われた

信用は、私達の精神的・経済的プロフィットとなる 

 

貴方を思いやり貴方の助けになる仲間を、 

クラブに、グループに、地区に、 

世界に作るため 

 

ロータリーを楽しみましょう！ 
 

 

 

資料①ロータリー倫理訓 
 

全分野の職業人を対象とするロータリー倫理訓   

19157 19 日～23 日、サンフランシスコにおける  

6 回ロータリー・クラブ国際連合会年次大会決議－  

この職業倫理基準は、われわれに共通な人間性を求める心をその骨子とするものである。 自分

の取引、自分の野心及び自分をめぐる諸関係は、常に、社会の一員としての自分の最高 の義務を

考慮に入れてのことでなければならない。職業生活のすべての地位において、自分 の当面するす

べての責任において、自分の主たる思考は、かかる責任を果し、かつかかる義 務を履行し、かくし

て、その各々の任務を完了したとき、自分は人間の理想と業績とを、当 初よりも幾分向上させなけ

ればならない。この見地から、本委員会の議決によれば、国際ロータリーの商業倫理訓の基本は次

に掲げる原則となるものである。すなわち、  

 



 

            

１．自分の職業に価値を認め、これにより自分は社会に奉仕すべき好個の機会を与えられた ものと

考うべきこと。  

 

２．自分の身を修め、自分の実力を涵養し、自分の奉仕を広めるべきこと、ならびにそれを 通じて奉

仕に徹する者に最大の利益ありとするロータリーの基本原則を実践すべきこと。 

３．自分は企業経営者であり、したがって成功の野心を抱いていることを自覚すべきこと。 だが、自

分は道徳を重んじる人間であり、最高の正義と道徳に基づかざる成功はこれを浴するものでないこ

とを自覚すべきこと。  

 

４．自分の商品、自分の労働、自分のアイデアを金銭と交換することは、全当事者がこれに よって

利益を受ける限りにおいてのみ、適法にして道徳にかなうものであるとの信念をもつべきこと。  

 

５．自分の従事する職業の水準を向上させるため最大の努力をはらい、かくして、自分の業 務の

処理の仕方は賢明であって、利益を産み、この実例にならえば幸福の道が開けることを同業の者

に知らしむべきこと。  

 

６．同業者と同等ないしそれに優る完全なサービスを尽くすような方法をもって企業経営を 行うべ

きことまた、もし完全なサービスか否かに疑念の生ずる場合には、当該責務上妥当な範囲を越え

てまでもサービスを行うべきこと。  

 

７．専門職業にたずさわる者又は企業経営者の最大の資産は、一つはその友人であることの理解

すべきこと。また友情に基づいて手に入れたものこそまさに倫理的かつ正当なものであることを理

解すべきこと。  

 

８．真の友人は互に何も要求するものではなく、利益のためにみだりに友人の信頼を利用すること

はロータリーの精神と相容れないばかりかその倫理訓にもとるものと考うべきこと。 
 

９．社会秩序の立場から他人が絶対に認めないような不正な方法によって機会を利用し、これによ

って得た人の成功を正当又は倫理的なものと考えてはならないこと。また、物質的 成功を得るが

ため、人が倫理的に問題ありとしてしりぞけるような機会に乗ずるが如きことをしてはならないこ

と。  

 

10．自分は一般人に対して義務を負う以上に同僚たるロータリアンに対して義務を負うも のでは

ない。ただしロータリーの真髄は競争ではなくして協力であるからであり、また党 派心はロータリー

の如き制度においてはあってはならず、かつ人権はロータリーの内部に 限られるものではなく、そ

の範囲とその重要性とにおいて人類そのものの存在と同程度の ものであることをロータリアンは

主張するものだからであり、かつまた、ロータリーはこの厚遇な理想に向ってすべての制度に属す

るすべての者を教化するために存在するものである。  

 

11．最後に「すべての人にしてもらいたいと欲することを人に対して行うべし」という黄金 律の普遍

性を信じ、われわれは、地上に天然資源がすべての者に均等な機会として与えられてこそ、人類

社会は最良の状態となるべき事を主張してやまないものである。 

 



 

            

資料②決議案 20R-02 

 
議案 20R-02  
ロータリーの理念を基にした行動の重要性を強調することを検討するよう RI理事会に  

要請する件  

提案者: 承認者:  

千葉ロータリークラブ (第 2790 地区、日本)  

第 2790地区クラブ投票(2020年 6月 17日)  

ロータリーの一部にはロータリー理念を追求する団体だと考える意見も強く、「Take 

Action」に対する疑念のために、さらにロータリー理念の議論が続く傾向がある。  

 

国際ロータリー定款 4条および標準ロータリークラブ定款第 5条の「目的」の前文の「意

義 ある事業」の「事業(enterprise)」を企業、商売と捉えてロータリーの基本を職業奉仕

理念の 追求に置くとする意見も根強いので「Take Action」を奨励する RI に不信を抱く傾

向もみられる。  

 

「目的」の前文の「事業」(enterprise)」は企業や商売、職業ではなく、活動(activities)

を意味することは、2019 年規定審議会の制定案 19-10「ロータリーの目的の前文を改正す

る 件」で 320 票の支持(184 票の反対)を得たことで明白であり、この提案が 3分の 2以上

の 賛成を必要とする RI 定款への変更を求めるものでなければ、採択され得たことが想像で

きる。  

によって、国際ロータリーの決議により、国際ロータリー理事会は、ロータリーに強く求め

られているのはロータリー理念を基にした行動であることを強調するよう検討するものとす

る。 (本文終わり)  

趣旨および効果 :この提案は「Take Action」が今以上に広く受け入れられることにより活

動が更に活発に なる効果が期待できる。活動が活発になれば退会者は減少し、公共イメー

ジとブランディングが向上し、入会者の増加につながると考えられる。  

財務上の影響 :本決議案は、国際ロータリーに大きな財務上の影響を与えることはないと思

われる。  
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