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●第 1230回例会報告 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2014/2015 

LIGHT UP ROTARY 

RI会長 ： ゲイリー C.K. ホァン 
 
LET’S THE HOSPITALITY TO 

FORM A CIRCLE 

会長 ： 川手直明 

第１３１０回例会プログラム 

2014年 11月 6日(木) 
 

点鐘・・・・・・・・・・・・・・・         川手会長 

今週の歌・・・・・・・・・・・        「君が代」 

ロータリーソング・・・・・         「四つのテスト」 

                                 ソングリーダー ： 吉岡俊樹さん 

ビジター・ゲスト紹介・・      親睦委員会 

入会式・・・・・・・・・・・・・         小泉洋子
ひ ろ こ

さん（山田さん紹介） 

祝賀者・・・・・・・・・・・・・          結婚記念日   宮﨑公子
ま さ こ

さん （8日） 

                       横山雅也さん（12日） 

会長報告・・・・・・・・・・・        川手会長 

委員会報告・・・・・・・・・        各委員会・同好会  

幹事報告・・・・・・・・・・・        倉知幹事 

ニコニコ発表・・・・・・・・           ＳＡＡ 

職業奉仕フォーラム・・         「私 にとっての職業奉仕 」 

                   司会・進行  福神邦雄 職業奉仕委員長 

                   スピーチ    髙村昌秀 会員 

                           新井秀幸 会員 

                           佐藤  孝 会員 

次週予告・・・・・・・・・・・          プログラム委員会 



第 1308回例会報告 

2014年 10月 16日（木） 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   41名（65.08%） 

前回修正出席率         （88.89%） 

 

・ビジター 

片桐義雄さん（小川 RC） 

大山利雄さん（東京世田谷南 RC） 

 

 

第 1309回例会報告 

2014年 10月 29日（木） 

国際ロータリー 第 2750地区 

山の手西グループ 

ガバナー公式訪問 クラブ合同例会＆ＩＭ 

会員数  63名 （対象） 63名 

当日出席数   27名（42.86%） 

前回修正出席率         （82.54%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会長報告    (川手会長) 

  10月 18日（土）山田ロータリークラブ創

立 50周年記念式典に、星野さんと出席い

たしました。 そして、東京山の手ＲＣと山

田ＲＣとの交流クラブ締結調印式も行わ

れ、合わせて震災復興支援の協力に対し

ての感謝状を頂いてまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員会報告 

地域社会／環境委員会 「土と遊ぶ」 

              （浅野実行委員長） 

  11月 24日（祝）11：00～「土と遊ぶ」の

収穫祭を行います。 

育成園の子供たちの送迎の車を出して下

さる方は、浅野までご一報下さい。 

 

 

 



震災復興支援委員会  （大川副委員長） 

  先週 10月 10日に開催されました世田

谷 6 クラブのゴルフ大会につきまして、親

睦委員会の新井委員長から、引き続き

「団体優勝」した旨のご報告をいただきま

した。 

そして、この度もその優勝賞品（3万円

の商品券）を震災復興支援募金に寄贈い

ただきまいた。 誠に嬉しく、有難いことで

ございます。 

つきましては、内「2万円也」は、Ｒ希望

の風奨学金へ、内「1万円也」は、DAYS

被災児童支援へ、それぞれ募金させてい

ただきます。 

当該 6 クラブゴルフに参加され優秀な成

績を残され、なお東京山の手 RCの奉仕

活動に則っていただきましたメンバーの

方々に深く感謝申し上げます。 ありがと

うございました。 

 

＜2014-2015年度 

       希望の風奨学金 募金報告＞ 

前回までの合計                    １８６，５００円 

10/10 ６ｸﾗﾌﾞ親睦ｺﾞﾙﾌより       ２０，０００円 

計                  ２０６，５００円 

 

＜2014-2015年度 

    DAYS被災児童支援 募金報告＞ 

前回までの合計                    １６７，５００円 

10/10 ６ｸﾗﾌﾞ親睦ｺﾞﾙﾌより       １０，０００円 

計                  １７７，５００円 

 

●ニコニコＢＯＸ 

本日の合計                                    １３５，０００円 

    累計         １，１３４，００２円 

 

片桐義雄さん（小川 RC）  お久し振り

です。 元気で 87才、大山義兄と一緒

に伺いました。 よろしくお願いします。 

大山利雄さん（東京世田谷南 RC）     

山の手クラブの皆様お久し振りです。

世田谷６クラブのゴルフで、優勝おめで

とうございます。 

新井秀幸さん  親睦委員会通信「そ

の 1」、10/9（木）二木会が市ヶ谷の「ボ

ス・ボラス・ハサン」の店で有りました。

ベリーダンスの若い女性の踊りに皆さ

ん興奮気味！ 私もチップを腰に入れ

ましたが、どなたかは？ダンサーの大

きい胸にむりやりチップを入れてました。

通信「その 2」、10/10（金）世田谷 6クラ

ブゴルフコンペで山の手が優勝です。 

浅野健太郎さん  少し時間がたってし

まいましたが、昨月誕生日のお祝いを

いただき、ありがとうございました。  

38になりました。 

伊達 幹さん  早やばやと結婚記念

日のお祝をありがとうございます。  

山田さん、卓話を楽しみにしています。 

江中武久さん  10月 14日に古希をむ

かえて、はれて 70代の仲間入りです。

前例会、古希の祝いをいただきありが

とうございました。 今日の皆様の古希

祝を期待して！ 川手さん、飯塚さん、

後藤さんよろしく。 



福囿正志さん  本当に朝夕冷たくなっ

て来ました。 来週から大阪で今年最

後の展示会です。 頑張ってきます。 

後藤守機さん  今日は久し振りに全

員ニコニコをお願い致しましたところ、

皆様快くご協力下さいました。 お陰様

で、38人 135,000円、今期累計

1,134,002円となり、100万円を超えまし

た。 今後共よろしくお願い致します。

71才の誕生日祝いもありがとうござい

ます。 

灰田美知子さん  やっと秋晴れでしょ

うか。 ニコニコ。 

飯塚 孝さん  結婚記念日のお祝い

ありがとうございます。 51 回目ですが、

女性の強さを十分感じる毎日です。 

生駒昌太郎さん  米山特別寄付、ご

協力ありがとうございます。 

磯野道造さん  先週の例会では、私

の誕生日及び結婚記念日を祝っていた

だき、ありがとうございました。 

神通康夫さん  片桐さんようこそ。  

しばらくぶりですね！ 

亀井 準さん  皆さんの笑顔に誘わ

れて。 

春日正好さん  寒暖の変化が急がしく、

体がついて行くのに精一杯です。   

みなさん、カゼは大敵です！ 十分気

をつけましょう。 年を考えて。 

川手直明さん  ①山田さん、本日の

卓話ご苦労様です。  

②二木会盛会でした。 有難うございま

す。  

③世田谷 6クラブ親睦ゴルフ、優勝おめ

でとうございます。 

倉知英行さん  後藤 SAAから、今日

は全員ニコニコデーとの声がけがあっ

たので！ 喜んでニコニコです。 

増田靜一さん  ①山田さん、卓話どう

もありがとうございます。 

②片桐さん、いつもどうもありがとうござ

います。 

松原俊夫さん  おそくなりましたが、家

内の誕生祝い有難うございました。 

松木昭和さん  久しぶりに参加します。

ニコニコ。 

松山弘行さん  先週の二木会、昨日

の手話サークルの親睦会、いずれも私

の歓迎会を兼ねて頂き、誠に有難うご

ざいました。 入会後、皆様に善くして

頂き、心より感謝申し上げます。 今後

ともよろしくお願い致します。 

森本正昭さん  大山さん、片桐さん、

ようこそ。 懐かしいです。 

西澤忠義さん  11月のロータリー財

団月間、会員の皆様に寄附を、宜しく

お願い致します。 

 



大川丈男さん  豊穣の秋ですね。  

皆様、おいしい物を戴いて、人生堪能し

て下さい。 明日からちょっと出かけて

まいります。 ニコニコ。 

佐藤 孝さん  本日、長年勤めてい

たリクルートが上場しました。 公募価

格を上回る株価で推移しているようで、

ニコニコ！ 

佐藤 孝さん  昨日の手話サークル

の残金をニコニコします。 

里内俊夫さん  結婚して“アッ”という

間に 58年。 御祝いを頂いてありがとう

ございます。 いつもなんとか元気で私

のそばに居て、美味しい京の味の食事

をつくってくれる世話女房ちゃんに感謝。

「オイ、お前。俺より先に死んだらアカン

ぞ。 家の中になにがどこに置いてある

のかサッパリわからへんからナ。」頼り

にしてまっせ。 

鈴木康之さん  結婚記念日の記念品

を頂けるそうでありがとうございます。  

ニコニコです。 

髙木保男さん  大山さん、片桐さん、

いらっしゃい。 欠席ばかりでスイマセ

ン。 

竹村潤二さん  大山さんのお姿を拝

見出来たのでニコニコ。 

 

 

植田玄彦さん  結婚記念日の所に名

前がありましたのでニコニコをします。

50何回目か調べないと正確には判りま

せん。 家内も何とか元気です。 

上田正昭さん  ①結婚祝い御礼。 

②大山さん、片桐さん、ようこそ。 

渡邊惠一郎さん  久し振りの秋、さわ

やか！！ 山田さんのお話楽しみで

す。 

山田 清さん  本日は、情報委員会

よりの卓話をさせていただきます。  

よろしくお願いいたします。 

横山雅也さん  台風でゴルフ練習場

が倒れた所がありました。 普段からの

備えが大切なことを実感しました。 

吉岡桂輔さん  秋晴れ！気もちいい

～。 ニコニコ。 

吉岡俊樹さん  先週の二木会では、

めずらしい食事と、すばらしいダンスで

楽しませていただきました。 佐藤孝さ

ん、二次会ではたいへんお世話になり

ました。 

事務局 入江浩子さん  昨年度の青

少年交換受入れ学生のモレナさんが、

「山の手ロータリーのみなさん、元気で

すか？」と言っておりました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●卓話 「ロータリーの発生と成長」        

                            ロータリー情報委員会 山田 清委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本日の話のテーマ＞ 

 テーマ 1.  

   ロータリー初期の基本的事項 5項目の確認と、その 5項目のロータリーにとっての意味の説明。 

   ロータリーの組織と理念は 1905～1927年でほぼ完成。 

   基本的事項を知るには歴史を振り返る事により学ぶ。 

   歴史を知る事により、現在との比較をして、将来を見通す資料とする。 

 

 テーマ 2.  

社会奉仕のロータリーとしてのおとしどころを追及する 20年間。 

  ①シカゴクラブを２分する紛糾（親睦と奉仕の確執） 

  ②国際ロータリー分裂の危機（個人奉仕と団体奉仕の確執） 

ポール・ハリスは、弁護士資格を取ってからすぐ活動せず、約 5年間にわたりさまざまな職業につ

き見識を広め、世界各国をおとずれ見聞を広めシカゴに単身のりこむが、孤独感にさいなまれ、

思考を重ねた結果ポール 37歳の時に友人にその考えを打ちあけた。 

 

本日のテーマではありませんが、組織的見地から最初の 3回の例会出席者と職業と組織的意味を

かかげておきます。 

○1905年 2月 23日（初会合）ユニティビル 711号室ガスターバス・ローアの事務所 

○同業者の排除。一業一会員制を確認。 

    ポール・ハリス      弁護士 

    シルベスタ・シール   石炭商（初代会長） 

    ハイラム・ショーリー   洋服屋 

    ガスターバス・ローア   鉱山技師 

○1905年 3月 9日（設立準備会）ポールの事務所 

○職場の持ちまわり決定 

     ハリー・ラクルス     印刷業 

     ウィリアム・ジェンスン  不動産業 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1905年 3月 23日（設立総会）シルベスタ・シールの事務所 

  （1）役員の任命 

  （2）名称の決定 

  （3）会員資格の決定 

    （4回連続して休むと理由のいかんを問わず退会除名） 

     チャールズ・Aニュートン 保険業 

     アーサー・アーウィン   洗濯屋 

     アル・ホワイト      オルガン製造業 2代目会長 

◎1905年 5項目その①『ロータリーの大原則』が決まる。 

一業一会員制 

規則的例会出席 

○1906年 3回目会合に出席したアル・ホワイト（2代目会長）の時の出来事。 

「ドナルド・カーター物語」 

ポール・ハリスは正義感が強く知性の豊かな人であるため、初期の目的のなかに社会還元の考

えが無かったことにたいへん反省する。 

○1907年 ポール 3代目会長に自ら就任 

世の為、人の為 

新しい方向性の宣言 

全米の諸都市への拡大の理念 

○1908年 ポール 4年目の会長を続ける 

ロータリー発展の大立者 2名、シカゴクラブに同時期入会 

チェスレイ・ペリ 

国際ロータリーの創設者で、全米ロータリークラブ連合会発足から 32年間事務総長を務める。 

ロータリービルダー 

ロータリーの組織づくりに貢献 

アーサー・フレデリック・シェルドン 

ミシガン大学を優秀な成績で卒業(専門は経営学) 

企業経営者を対象として「シェルドン流科学的経営専門学校」設立。全米、ロンドンその他英語

圏諸国で繁栄。ロータリーの第 2標語「He profit most who service best」の考案者。ロータリーに

奉仕概念（service concept）を導入した人 

○1908年 任期途中ポール・ハリス会長辞任。 

奉仕を強調しすぎたため、親睦をおろそかにしたためと思われる。 

○1914年 5項目その②『ロータリアン個人倫理の確立』 

「ロータリー道徳律」決議 

アイオワ州 スーシティ RCが２年かけて起草 

1915年 7月 サンフランシスコ於 第６回国際ロータリークラブ連合会年次大会決議 

○1915～16 連合会会長アラン D・アルバート(ミネアポリス RC) 

｢入りて学び 出でて奉仕せよ｣提唱 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1915年 ガイ・ガンデカー（フィラデルフィア RC）「ロータリー通解」発表 

それまでのロータリー思想を集大成、ロータリー理論を一般に普及することに役立つ。 

○1917年 6月 ライオンズクラブ発足 

○1921年(大正 10年 4月 1日)東京ロータリークラブ発足(世界 855番目) 

○1921年 6月 14日 シェルドン「ロータリー哲学」講演 スコットランド、エジンバラ連合会大会於 

◎1922年 ５項目その③ 『組織原理の確立』 

国際ロータリーに名称変更(ロサンゼルス国際大会於) 

国際ロータリー定款細則決定 

○1923年関東大震災 

◎1927年 6月 ５項目その④『類型化・銘文化』ベルギーオステンド大会 

「クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕」の 4大奉仕に。 

 

『個人奉仕と団体奉仕の問題、少し年代をもどします』 

 

○1912年頃 ニューヨークシュラキーズ RC・オハイオ州トレード RC等で身体障害者や青少年問題に

対して、団体奉仕活動が活発化し成果を上げる。 

○1918年 特にオハイオ州エリリアRCが発足しエドガー・アレンが入会し身体障害者に対する団体奉

仕活動が活発化し成果をあげる。ところが元来ロータリークラブは個人奉仕を理念にかかげてき

たところに、団体奉仕が活発化する事により、成果があがるほどに批判がうずまくようになる。と

ころが、1922年に国際ロータリーは団体奉仕を認めてしまう。そうすると、ますます混乱がひどく

なり、ロータリーが分裂の危機におちいる。 

○1922年 エドガー・アレンはこの事態を心配して一通の書簡をポール・ハリス宛てに送ります。 

ポール・ハリスは一考を案じ、時のシカゴクラブ会長のウィリー・ウエストパークを通じ、テネシー

州ナッシュビル RCのウイル R・メーニア・ジュニア(1936-37RI会長)に白羽の矢を立てこの問題

の解決を依頼する。そして、半年後に出来上がってくるのが以下の宣言である。 

◎1923年 5項目の最後その⑤『実践原理の確立』セントルイス国際大会決議 23-24号成立 

ロータリーに於ての位置、キリスト教でいうバイブル、仏教でいう般若心経、ロータリーの基本中

の基本。 

個人奉仕と団体奉仕の対立の終演。 

読み方として、1項～6項あり、１～5項が総論で 6項が各論になっています。 

1)項 ロータリーとは何か 

ロータリーとは一つの人生哲学であり、その人生哲学を探求するためには利己と利他のバラン

スを常に念頭において行動する必要があります。 

ただし、その調和を実践するためにはロータリーの第一標語である「Service above self」すなわ

ち、自己を高めるあるいは自己の研賛をつまねば出来ないのですと言っており、又第二標語の

「He profit most who service best」の他者に対するサービスをつくした人には必ず恩恵があるの

ですよと言っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)項 ロータリークラブとは何をする所か。 

①奉仕活動の追及を団体で行う(いもあらい式に切磋琢磨するところ) 

②団体奉仕のこと。 

③個人奉仕のこと。 

④機能的にどうあるべきか。 

 

3)項 国際ロータリーの仕事について 

①奉仕理念の提唱と追求。 

②ロータリーの拡大。 

③情報の媒体機能。 

 

4)項 奉仕とは何か 

ただ単に心の状態のことではなく実践してはじめて奉仕となるが、その実践には理論の裏付け

が必要と言っている。 

 

5)項 クラブと RIの関係について 

互いに独立した自治団体。 

クラブには絶対的自治権がある(各クラブがありはじめて RIがある) 

クラブがこれだけ独立権と自治権があるという事は裏をかえせばクラブは 周囲の人々に学ぶ

姿勢を持ち謙虚に対応しなさいという事であり、ロータリアンたる者おごるなかれという事であろ

う。 

 

6)項 団体奉仕をする時の注意を具体的に述べている。 

そして「最後にロータリークラブの社会奉仕活動は、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」と結ん

でいる。 

 

○以上のように決議 23-24号(セントルイス宣言)はロータリーに於いて、初期の個人奉仕と団体奉仕

の対立を見事に解決し、その後のロータリー発展に大きく寄与し、現在でもロータリーの基本的ドキ

ュメントとして存在し、いまだこれ以上の決議はされていないたいせつな決議となっております。 

 

 

                         参考資料 ：小堀憲助著「ロータリー・クラブ」他 

                              ：小堀憲助先生講演録 

                              ：深川純一先生講演録他 



 
 
 
 
 
 

★山の手ロータリーのホームページ 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/          今週の担当   佐藤 孝 委員長 

東京山の手ロータリークラブ 
事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報・HP委員長  

事務局員  

執行時間  

〒107-0051  港区元赤坂 1-1-7 オリエント赤坂モートサイドビル 708号室 
電話 6459-2640  FAX 6459-2641 
E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 
 毎週木曜日 12:30～13:30 
ザ・キャピトルホテル東急 

倉知英行 

佐藤 孝 

入江浩子 

平日 午前 10時～午後 5時 
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み） 

川手直明 

●第１３１１回例会予定 [2014年 11月 13日(木)]  

祝賀者  結婚記念日     町田行功さん（16日） 

                 新井秀幸さん（17日） 

卓話                  「みんなで子育て」  

              聖心女子大学 文学部 教育学科 

                 教授 河邉 貴子 様（山田さん紹介） 

●山の手伝言板 

  11月  6日（木）  理事会  11：00～ 例会場内 

  11月  8日（土）  旨い蕎麦を喰らう会  16：00～ 「メサ・グランデ」 

  11月 10日（月）   30周年準備委員会炉辺  18：30～ 「ハシュハシュ」 

  11月 14日（金）～15日（土）   親睦旅行 「京都」 

  11月 19日（水）   山の手手話サークル 

  11月 19日（水）～21日（金）  インターンシップ受入実施 都立深沢高等学校 

  11月 20日（木）   卓話 「ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ成功と失敗の分岐点」 井上明義会員 

  11月 24日（月祝） 「土と遊ぶ」 収穫祭  松原農園 

  11月 27日（木）   例会休み（11/24の土と遊ぶ振替） 

  12月  4日（木）   年次総会 

             理事会  11：00～ 例会場内 

  12月 12日（金）   第 118回 親睦ゴルフ会 本厚木カンツリークラブ 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

