
本日の例会
11月24日㈭ 12：30～13：30
弦楽器三重奏　
つくばサロンコンサート

次回の例会
12月１日㈭ 12：30～13：30
社会奉仕フォーラム

11 月 17 日　例会報告
司会　　　衣笠会員
開会点鐘　小泉会長
旅愁　ロータリーソング
ソングリーダー　　渡邊会員
☆会員総数　　　　　　   38名
☆出席規定適用者数　　   28名
★本日の出席者総数　　   28名
★〃　免除者出席数　　     7名
★本日の出席率　　　   　80％

　会長報告
第13回例会（2022.11.17)
① 次年度理事、役員、次々年度会長候補者の名簿

RI2022-2023年度テーマ

2022.11/24

2990回

会長：小泉博明　幹事：石川宜司　RI会長：ジェニファーE.ジョーンズ　第2580地区ガバナー：嶋村文男

第  14回例会東京池袋豊島東ロータリークラブ

禅語

禅では、人知れずにこっそりと善行を
積むことが求められ、誰がしたかが判
明されるならば、帳消しになるといい
います。陰徳とも言います。よって、目
立つこと、際立つことを戒めていま
す。ローターリーにおける奉仕とは、ど
のようなものか考える契機となりま
す。

無功徳（むくどく）

Rotary Club of
Tokyo Ikebukuro Toshima-East

　11／24 例会スナップ

受付当番： 渡邊裕之会員、宮代昌三会員、宮部一弘会員公共イメージ向上委員会　委員長　山本伸也、副委員長　里見雅行、委員　長尾益男・加古博昭・石塚丈晴　

11／24　例会
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日日本本ロローータタリリーーののススタターートト

１９２０年 日本に初めてロータリークラブが誕生

１１９９２２００年年１１００月月２２００日日 東東京京ロローータタリリーーククララブブのの創創立立
１１９９２２１１年年４４月月１１日日 国国際際ロローータタリリーーかからら世世界界でで８８５５５５番番目目ののククララブブ

ととししてて承承認認さされれたた

創創立立ににああたたっっててはは米米山山梅梅吉吉とと福福島島喜喜三三次次のの両両氏氏のの努努力力にによよるる
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ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■メメーーククアアッッププのの規規定定 １１９９２２２２年年よよりり

３

■ ニコニコ箱の開始 １９３５年

例例会会欠欠席席をを他他ククララブブへへ出出席席ししてて補補うう規規定定をを設設けけたた

ニニココニニココ箱箱をを大大阪阪ロローータタリリーーククララブブがが開開始始ししたた。。

■■ ２２００００１１年年～～ 規規定定のの緩緩和和

一一人人一一業業種種のの原原則則がが無無くくななりり。。

例例会会出出席席のの規規定定がが緩緩和和さされれたた。。（（６６００％％以以上上のの出出席席等等））

ＥＥククララブブへへののメメーーククアアッッププがが認認めめらられれてて。。

１１９９９９２２年年 「「決決議議９９２２－－２２８８６６」」（（ササンンフフラランンシシススココ宣宣言言））

社社会会奉奉仕仕にに関関すするる声声明明とといいううここととでで現現在在のの指指針針

１１））地地域域社社会会内内をを定定期期的的にに調調査査しし、、各各ククララブブ会会員員にに地地域域ニニーーズズをを検検討討すするる。。

２２））会会員員ののたたぐぐいいままれれななるる職職業業上上のの能能力力やや趣趣味味のの力力をを活活かかすすこことと。。

３３））地地域域ニニーーズズをを汲汲みみ。。地地域域内内ののククララブブのの立立場場やや力力量量をを勘勘案案ししてて始始めめるるこことと。。

４４））イインンタターーアアククトト、、ロローータターーアアククトトそそのの他他ののググルルーーププとと緊緊密密にに協協力力すするるこことと。。

５５））社社会会奉奉仕仕ププロロジジェェククトトがが一一般般のの人人々々にに十十分分にに認認めめらられれるるよよううににすするるこことと。。

『『ロローータタリリーーららししいい地地域域社社会会奉奉仕仕』』のの指指針針

社社会会奉奉仕仕のの歴歴史史
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２２００１１１１年年規規定定審審議議会会でで社社会会奉奉仕仕委委員員会会ななどどかからら独独立立

新新世世代代委委員員会会創創設設

２２００１１３３年年規規定定審審議議会会でで名名称称変変更更

新新世世代代委委員員会会かからら青青少少年年奉奉仕仕委委員員会会へへ

社社会会奉奉仕仕ななどどかからら独独立立

青青少少年年奉奉仕仕のの歴歴史史

青青少少年年交交換換委委員員会会
ロローータターーアアククトト、、イインンタターーアアククトト委委員員会会ななどど
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ロローータタリリーー財財団団
地地区区補補助助金金

ググロローーババルル補補助助金金

パパッッケケーージジググラランンドド

ポポリリオオププララスス、、

ロローータタリリーー平平和和フフェェロローー
シシッッププーー

米米山山奨奨学学事事業業

ロローータターーアアククトト

イインンタターーアアククトト

国国際際青青少少年年交交換換ププロロググララムム

青青少少年年奉奉仕仕

地地域域社社会会奉奉仕仕

環環境境保保全全

社社会会奉奉仕仕

青青少少年年奉奉仕仕

国国際際奉奉仕仕

職職業業奉奉仕仕

親親睦睦活活動動

職職業業奉奉仕仕

ククララブブにに美美ししいいロローータタリリーーのの樹樹をを植植ええよようう

ロローータタリリーーのの組組織織運運営営ににつついいてて

国国際際ロローータタリリーーＲＲＩＩ

２２５５８８００地地区区 ２２７７５５００地地区区

東東京京南南部部ととガガアアムム島島等等

東東京京北北部部とと沖沖縄縄
７７００ククララブブ

中中央央分分区区 北北分分区区 東東分分区区 武武蔵蔵野野分分区区 多多摩摩分分区区 沖沖縄縄分分区区

東東京京北北ＲＲＣＣ 東東京京池池袋袋豊豊島島東東ロローータタリリーーククララブブ 東東京京王王子子ＲＲＣＣ

日日本本全全国国３３４４地地区区
第第２２ゾゾーーンン：：関関東東、、中中部部 第第３３ゾゾーーンン：：関関西西、、中中国国、、九九州州

第第１１ゾゾーーンン：：東東北北、、北北部部

ガバナー

ＲＲＩＩ会会長長
理理事事会会
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◼ そして2022年、世界のロータリーは

全世界200カ国で
ロータリークラブは３５００以上

120万人のロータリアン
日本では ２２２２クラブあり、

８．４万人のロータリアン

ピーク時は12万人いました。
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◼ このように世界中に拡大した要因の1つ

『寛容』
◼ ロローータタリリーーはは創創立立以以来来、、多多様様性性をを重重要要視視ししててききままししたた。。

◼ 職職業業、、人人種種、、国国、、言言語語、、宗宗教教、、性性別別、、考考ええ方方ななどど

◼ これらの違いを互いに尊敬を持って

認あうこと・・・・寛容です。

これはロータリーの原点でもあります



を公示した
② ガバナーより、鈴木孝雄会員へ2023学年公益

財団法人ロータリー米山記念奨学生選考の面接
官依頼状のお渡し

　紅葉の季節となった。紅葉の名所の中で、洛東
の永観堂禅林寺の紅葉は圧巻であり、今では夜間
にライトアップをし、数多くの参拝客でにぎわっ
ている。ご本尊は阿弥陀立像であるが、「見返り
阿弥陀」と呼ばれている。阿弥陀様のお顔が前を
向かずに、横を向いているお姿になっているから
である。これは、人間が一心不乱に頂点を目指し、
全力疾走で前進することへ警鐘を鳴らしている。
ひたすら前進するだけではなく、阿弥陀様は途中
で立ち止まり、一人も取り残されないように、横
を向いて自分よりも遅れる人を待ち寄り添う姿で
あり、周囲を慈悲深く見つめる姿でもある。
　「見返り阿弥陀」は、まさに現代のスピードを
競う「競争」社会よりも、共に生きる「共生」社
会を目指すのである。多忙の時こそ、ふと立ち止
まることが大切である。

　幹事報告
１． 東京江東ＲＣより、創立60周年記念誌完成

のお知らせ

　11 月 17 日 卓話報告

ロータリーの原点に還る

クラブ研修委員会

２０22年11月17日

1

ロータリーの発足そして５大奉仕の歴史を学ぶ

2

ロローータタリリーーのの原原点点にに還還るる

２２００世世紀紀初初頭頭ののシシカカゴゴのの街街

経経済済急急成成長長ののななかか混混乱乱とと不不信信ののななかかロローータタリリーーがが創創立立さされれたた

3

ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■第第１１回回のの例例会会　　　　１１９９００５５年年２２月月２２３３日日

３

ガガススタターーババスス・・ロローーアア（（鉱鉱山山技技師師））

シシルルベベススタターー・・シシーールル 石石炭炭商商））

ハハイイララムム・・シショョーーレレーー（（洋洋服服生生地地商商））

ポポーールル・・ハハリリスス 弁弁護護士士））

良良質質なな職職業業人人（（事事業業のの経経営営者者、、法法律律家家、、医医師師、、宗宗教教家家ななどど））がが定定期期的的にに
会会合合をを開開きき、、親親睦睦ととおお互互いいののビビジジネネススをを伸伸ばばすすここととをを考考ええたた。。

おお互互いいのの会会社社のの利利益益ののたためめ、、そそししてて親親睦睦がが阻阻害害さされれるるののでで１１業業種種
１１人人ととすするる。。・・・・・・・・・・・・・・・・多多くくのの人人のの共共感感をを得得てて会会員員急急増増
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ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■第第３３回回のの例例会会（（会会員員９９名名）） ３３月月２２３３日日

３

■７回以降の例会

会会員員のの事事業業所所でで代代わわるる代代わわるる２２週週間間おおききにに例例会会ををすするる

初初代代会会長長ににシシルルベベススタターー・・シシーールルががええららばばれれたた

（（依依頼頼さされれたたらら快快くく引引きき受受けけるる伝伝統統がが出出来来たた））

ロローータタリリーーのの名名称称のの決決定定

会会合合場場所所ががホホテテルルににななりり、、固固定定さされれたた。。

時時間間励励行行がが原原則則ににななりり、、昼昼食食をを皆皆でで食食べべるる習習慣慣ととししたた。。

例例会会をを１１週週間間にに１１回回ととすするる。。４４回回以以上上休休むむとと会会員員失失格格ととななるる
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ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■１１９９００６６年年 定定款款制制定定

３

■１９０６年 ＳＡＡの制定

１１））本本ククララブブのの会会員員のの事事実実上上のの利利益益のの増増大大
（（原原始始 職職業業奉奉仕仕））

２２））通通常常社社交交ククララブブにに付付随随すするる親親睦睦及及びびそそのの他他
特特にに必必要要とと思思わわれれるる事事項項のの推推進進

会会場場監監督督ととししてて

ＳＳＡＡＡＡ（（ＳＳｅｅｒｒｇｇｅｅｎｎｔｔ ａａｔｔ‐‐ＡＡｒｒｍｍｓｓ 剣剣ををささげげたた軍軍曹曹））のの制制定定

例例会会ににおおけけるる最最高高のの権権限限をを持持つつ

（原始的な職業奉仕で会員相互に利益を享受しあった）

6

ロローータタリリーーママーーククのの決決定定（（１１９９００６６年年））

１１９９００６６年年制制定定 １１９９１１００年年制制定定 １１９９１１３３年年制制定定 １１９９２２６６年年制制定定

ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

印印刷刷屋屋ののハハリリーー・・ララググルルススがが
馬馬車車のの車車輪輪ををデデザザイインンししたた

２０１２年
ロータリーのイメージアップ、
公共イメージの統一を図るため

ロータリーのロゴマーク、
ロゴタイプなどが一新されました。
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ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■卓卓話話のの始始ままりり １１９９００７７年年よよりり

３

■ロータリーソングの開始 １９０７年

会会員員のの会会社社経経営営やや労労使使問問題題ななどどのの経経営営上上のの悩悩みみをを

持持ちち寄寄っってて相相談談ししああうう、、精精神神的的互互恵恵もも定定着着ししたた。。

奉奉仕仕派派とと互互恵恵親親睦睦派派ととのの対対立立がが激激ししくくななっったた、、会会場場のの
議議論論のの場場をを和和ららげげるるたためめにに、、ハハリリーー・・ララググルルススがが歌歌いい
始始めめたたののがが現現在在もも続続いいてていいるる。。

ポポーールルハハリリススがが好好んんでで使使っってていいたた言言葉葉『『寛寛容容』』
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１１９９００７７年年 社社会会奉奉仕仕のの始始ままりり
ドドナナルルドドカカーータターーのの入入会会拒拒否否事事件件

①①定定款款のの追追加加（（社社会会奉奉仕仕のの原原点点））
シシカカゴゴ市市のの最最大大のの利利益益をを推推進進しし、、シシカカゴゴ市市民民ととししててのの

誇誇りりとと忠忠誠誠心心をを市市民民のの間間にに広広めめるる

②②シシカカゴゴ市市内内にに公公衆衆便便所所のの設設置置（（１１９９００９９年年））

ロローータタリリーー史史ににみみるる５５大大奉奉仕仕社社会会奉奉仕仕のの歴歴史史
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ククララブブ奉奉仕仕とと例例会会のの歴歴史史

■■ロローータタリリーーククララブブのの 拡拡大大 １１９９００８８年年～～

３

■ ロータリークラブ連合体の設立 １９１０年

ポポーールルハハリリススのの尽尽力力でで２２つつ目目ののククララブブがが創創立立さされれたた

ササンンフフラランンシシススココ・・ロローータタリリーーククララブブ創創立立

そそししてて オオーーククラランンドド、、シシアアトトルル、、ロロササンンゼゼルルスス

ニニュューーヨヨーーククククララブブ創創立立

シシカカゴゴ大大会会ににてて

全全米米１１６６ククララブブのの連連合合体体がが結結成成さされれたた

初初代代会会長長ににポポーールルハハリリススがが就就任任そそししてて海海外外へへ
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１１９９１１００年年 職職業業奉奉仕仕の始まり

アアーーササーーシシェェルルドドンンがが 年年次次大大会会（（シシカカゴゴ））ででススピピーーチチ

ササーービビススここそそ永永続続的的ににビビジジネネススをを成成功功ささせせるる方方ででああるる

『『最最ももよよくく奉奉仕仕すするるもものの、、最最もも多多くく報報いいらられれるる』』

ＨＨｅｅ ｐｐｒｒｏｏｆｆｉｉｔｔｓｓ ｍｍｏｏｓｓｔｔ ｗｗｈｈｏｏ ｓｓｅｅｒｒｖｖｅｅｓｓ ｈｈｉｉｓｓ ｆｆｅｅｌｌｌｌｏｏｗｗ ｂｂｅｅｓｓｔｔ！！

現現在在ののモモッットトーー

ｐｐｒｒｏｏｆｆｉｉｔｔs ｍｍｏｏｓｓｔｔ ｗｗｈｈｏｏ ｓｓｅｅｒｒｖｖｅｅs ｂｂｅｅｓｓｔｔ

ロローータタリリーーのの目目的的（（綱綱領領））がが作作成成 そそのの4条条にに
『『進進歩歩的的でで尊尊敬敬すすべべきき商商取取引引のの推推進進』』

ロローータタリリーー史史ににみみるる４４大大奉奉仕仕職職業業奉奉仕仕のの歴歴史史
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『『超超我我のの奉奉仕仕』』

“ＳＳｅｅｒｒｖｖｉｉｃｃｅｅ，，ｎｎｏｏｔｔ ＳＳｅｅｌｌｆｆ””
自自分分達達でで商商取取引引をを独独占占すするるののででななくく、、他他のの人人

達達ににもも分分けけ与与ええるる必必要要ががああるる

フフラランンクク・・ココリリンンズズ
１１９９１１１１年年ポポーートトラランンドド大大会会ににてて大大会会宣宣言言のの結結びびととししてて発発表表

１１９９５５００年年デデトトロロイイトト大大会会ででににモモッットトーーととななっったた。。

““ＳＳｅｅｒｒｖｖｉｉｃｃｅｅ ａａｂｂ ｖｖｅｅ ｓｓｅｅｌｌｆｆ””

１１９９１１１１年年全全米米連連合合会会 年年次次総総会会

職職業業奉奉仕仕のの歴歴史史
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１１９９１１００年年 ロローータタリリーーククララブブ全全米米１１６６ククララブブのの
連連合合体体のの設設立立
初初代代会会長長ににポポーールル・・ハハリリスス
カカナナダダ、、英英国国ににＲＲＣＣ設設立立

１１９９１１９９年年第第１１次次世世界界大大戦戦終終了了とと同同時時にに世世界界中中にに拡拡大大

１１９９２２００年年 日日本本のの東東京京ＲＲＣＣがが設設立立

１１９９２２２２年年 連連合合体体がが国国際際ロローータタリリーーとと改改称称

ＲＲＯＯＴＴＡＡＲＲＹＹ ＩＩＮＮＴＴＥＥＲＲＮＮＡＡＴＴＩＩＯＯＮＮＡＡＬＬ （（ＲＲＩＩ））がが発発足足
国国際際奉奉仕仕のの理理念念がが作作らられれたた
綱綱領領６６ 「「ロローータタリリーーのの奉奉仕仕のの理理想想にに結結ばばれれたた実実業業人人とと専専門門
職職業業人人のの世世界界的的親親交交にによよっってて、、理理解解、、親親善善とと国国際際間間のの平平和和
をを増増進進すするる」」

国国際際奉奉仕仕のの理理念念のの確確立立

国国際際奉奉仕仕のの歴歴史史

13

1917年年 アアーーチチ・・ククラランンフフははアアメメリリカカ・・ジジョョーージジアア州州アアトトラランンタタでで

開開催催さされれたた国国際際大大会会でで、、「「ロローータタリリーーがが基基金金ををつつくくりり、、
全全世世界界的的なな規規模模でで、、慈慈善善、、教教育育、、そそのの他他、、社社会会奉奉仕仕
のの分分野野でで、、何何かかよよいいここととををししよよううででははなないいかか」」とと提提案案

19４４7年年 ポポーールルハハリリススがが死死去去しし、、そそのの死死をを悼悼んんでで多多くくのの寄寄付付
がが集集ままりり、、目目標標のの２２００００万万ドドルルがが集集ままりりままししたた。。

そそのの後後財財団団のの教教育育的的、、人人道道的的ななププロロググララムムががススタターートトししままししたた。。

ロローータタリリーー財財団団のの始始ままりり

国国際際奉奉仕仕のの歴歴史史
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決決議議２２３３－－３３４４のの背背景景

職業奉仕活動派

““ＨＨｅｅ ｐｐｒｒｏｏｆｆｉｉｔｔｓｓ ｍｍｏｏｓｓｔｔ
ｗｗｈｈｏｏ ｓｓｅｅｒｒｖｖｉｉｃｃｅｅｓｓ ｂｂｅｅｓｓｔｔ““
『『最最もも奉奉仕仕すするるもものの

多多くく報報わわれれるる』』

奉奉仕仕のの心心をを形形成成すするる

「「理理論論派派」」
ＩＩ ｓｓｅｅｒｒｖｖｅｅ ！！

１９１２年～１９２３年まで
奉仕活動の実践をめぐって論争が始まる

社会奉仕活動派

““ＳＳｅｅｒｒｖｖｉｉｃｃｅｅ ａａｂｂ ｖｖｅｅ ｓｓｅｅｌｌｆｆ””
『『超超我我のの奉奉仕仕』』

身身体体障障害害児児救救済済活活動動
奉奉仕仕活活動動のの実実践践

「「実実践践派派」」
ＷＷｅｅ ｓｓｅｅｒｒｖｖｅｅ ！！
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１１９９２２３３年年 セセンントトルルイイスス宣宣言言

「「決決議議２２３３-３３４４」」

「「綱綱領領にに基基づづくく諸諸活活動動にに関関すするるロローータタリリーーのの方方針針」」

「「社社会会奉奉仕仕にに関関すするるロローータタリリーーのの方方針針」」
『『奉奉仕仕すするるももののはは行行動動ししななけけれればばななららなないい・・・・・・・・・・・・』』

奉奉仕仕のの理理念念とと社社会会奉奉仕仕のの理理念念のの確確立立

奉奉仕仕のの理理念念確確立立
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４つのテスト

言言行行ははここれれにに照照ららししててかからら

１１））真真実実かか どどううかか

２２））みみんんななにに公公平平かか

３３））好好意意とと友友情情をを深深めめるるかか

４４））みみんんななののたためめににななるるかか どどううかか
１１９９３３２２年年 ハハーーババーートト･･テテーーララーー発発表表

職職業業奉奉仕仕のの実実践践

１１９９３３２２年年ハハーーババーートト・・テテーーララーー発発表表

職職業業奉奉仕仕のの歴歴史史


