
 

 

 

4 月 16 日の卓話  3 月 29 の出席率  4 月 30 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 29 名 

 会員欠席者数 9 名 

 本日の出席率 76.31％ 

  

イニシエーションスピーチ 

 

当クラブ会員 飯塚憲貴様 

当クラブ会員 西野充英様 

イニシエーションスピーチ 

 

当クラブ会員 岩本好史様 

当クラブ会員 栗山義広様 

2021 年 4 月 16 日［第 59 回］ 

≪2020-2021 年度 上野精養軒 移動例会 第 58 回例会報≫ 

2021 年 3 月 29 日（月）例会 12：30～14：30 

司会：飯塚正裕親睦委員長 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

(飯塚憲貴会長)      (司会：飯塚正裕親睦委員長) 
 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表 

 東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

  (発起人代表 鈴木孝行様)     (特別代表 斉藤実様) 
 

■ビジター紹介： 

本日はいらっしゃいませんでした 

 

 

 



 
 

 

■会長挨拶 
「本日はお忙しい中、お集まりいただき有難うございます。

臨海西ロータリークラブは若いクラブなんですけでも、こう

やって活気があって、他クラブからも注目されているのも、

皆さんのご協力のお陰だと思います。本当に有難うございま

す。コロナの中ですけでも、お花見の方も 3 月 15 日に開花

宣言があって、2周間近くあったので桜が持つかなと心配で

したが、無事持ってもらえました。皆さんの日頃の行いのお

陰と思います。」 

 

■ご来賓の挨拶 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

「今日はお花見の移動例会と

いうことで、上野精養軒でで

きる事を本当に楽しくドキド

キして思っています。ここを

予約するのはなかなか大変な

んです。臨海西ロータリーク

ラブは粋なクラブだなと感じ

ます。これからも良いチーム

ワークで、益々発展してもら

いたいという風に特別代表と

して思っております。後ほど

新入会員の為のオリエンテー

ションということで卓話をさ

せていただきます。お花見ですので固くならずに強力してい

ただければ有り難いので、そうぞよろしくお願いします。」 

 

■乾杯：栗山義広直前会長 

「以前、臨海ロータリークラ

ブの会長もやっておりまして、

だいたい乾杯の挨拶はパスト

会長の役割だというのが相場

ですが、次の年に臨海ロータ

リークラブをやめてしまった

ので、乾杯ができなかったの

が寂しかったのですけども、

今回は乾杯の発声ができると

いうことで、とても嬉しく思

っております。」 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

●米山奨学生受入れについて（委嘱状受け渡し） 

 期間：2021 年 4 月 1日〜2022 年 3 月 31 日 

奨学生：オーチ・ソムオンさん 

カウンセラー：飯塚憲貴会長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から飯塚憲貴会長、      

大星太郎幹事) 

●(公財)ロータリー日本財団より感謝状 

(公財)ロータリー日本財団より米山功労賞 

(一財)比国育英会バギオ基金より感謝状 

(いずれも油井健一会員) 

(左から油井健一会員、特別代表 斉藤実様、飯塚憲貴会長) 
 

●(一財)比国育英会バギオ基金より 

当クラブへ感謝状 

(左から特別代表 斉藤実様、飯塚憲貴会長) 
 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●4/22(木)臨海西親睦ゴ

ルフ・4/28(水)臨海 3RC

合同ゴルフを 3月 31 日

までにお願いします 

●4/14(水)自事業活性化

委員会の申込も 3月

31 日までとなってお

ります 

 

■委員会報告 

●島崎委員長より 

3 月 26 日(金)地区 

クラブ運営支援委員会の 

報告 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

●西野会長エレクトより 

 3 月 22 日(月)GPM の報告 

 3 月 24 日(水)奉仕活動 

情報研究会の報告 

 

 

 

 

 

●栗山直前会長より 

 3 月 22 日(月)米山奨学生   

ミンさん送別会報告 

 

 

 

 

 

 

■出席状況報告：岩崎裕馬会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX 報告：岡田竜司会員 

(ご意向)本日はお花見移動例会楽しみにしていま

す。後程、新入会員のオリエンテーショ

ンの卓話をさせて頂きます。よろしくお

願いします：斉藤実様(東京臨海 RC・当ク

ラブ特別代表) 

 

飯塚会長、西野副会長、大星幹事、飯塚正裕会員 

伊藤会員、田名網会員、三橋会員、髙橋会員 

岸会員、栗山会員、岡田会員、油井会員 

雪丸会員、平井会員、継岩会員、島崎会員 

坂東会員、武井会員、岩本会員、菅会員 

間野会員、大西会員、二瓶会員、佐藤会員 

岩崎会員、北林会員 

 

*鈴木発起人代表よりお祝金を頂戴いたしました 

 

【27件 89,000円  累計 2,214,390円】 
 

(岩崎裕馬会員)        (岡田竜司会員) 
 

 

 

■4 月お祝い：飯塚正裕親睦委員長 

・会員誕生日 福本会員、飯塚憲貴会員 

武井会員、小林会員 

・奥様誕生日 髙橋会員夫人、油井会員夫人 

小林会員夫人、雪丸会員夫人 

那須会員夫人 

・結婚記念日 平井会員 

「誕生日の歌」は、感染防止のため割愛させてい

ただきます。 

・１分間スピーチ： 

◆小林良会員 

「誕生日が春休みなため、あまりお祝いをしていただく事が

なかったのですが、社会人になってこうやってお祝いしてい

ただき大変嬉しく思っております」 

 

◆武井隆光会員 

「野球選手のイチローや、清原の復活の姿に触発されてスポ

ーツジムに通うようになり肉体改造に励んでいます」 

 

◆飯塚憲貴会員 

「今年は子ども達と河口湖の方に一泊二日の旅行に行って

家族で楽しく誕生日を迎えたいと思います」 

 

◆福本光浩会員 

「コロナ禍でなかなか face to face で皆さんにお会いする

事ができませんが、心はいつも臨海西にございます。素晴ら

しい会場で皆さまと一堂に会して素晴らしい例会に参加で

きる事を嬉しく思っております」 

(左から飯塚正裕親睦委員長、飯塚憲貴会長、武井隆光会員、 

小林良会員、福本光浩会員) 



 
 

 

■本日の卓話 

東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

「ロータリーの歴史と基本 その１」 

 

 今日はお花見会ですから固くならず、ただ、飯塚会長、大

星幹事の方から、新入会員も増えてきましたので、第1回目

は、確か2019年の10月。僕は覚えているんですけど22日、屋

形船で船に揺られながら、第1回目のオリエンテーションを

やった記憶がございます。 

 そのときには、ポール・ハリスだとか、米山梅吉さんのお

話だとか、四つのテストとかいろいろお話させていただきま

した。たぶん、ほとんど忘れているんじゃないかと思うんで、

今日はもう一回、ロータリーの歴史と基本ということで、と

りあえず資料を作ってきました。 

 やはり、原点に立って初めて未来も見えてくるのではない

かということで、ロータリーの歴史と基本その1ということ

で、始めさせていただきたいというふうに思っております。

その2、その3ということで、もうできていますが、いずれこ

のロータリーの歴史と基本というのを、僕が亡くなっても残

るように小冊子にして何か残しておきたいというふうに思

ってます。今日はその1ということで、この歴史を振り返っ

てみたいなというふうに思っております。 

 まず、僕の大好きなイギリスの首相でもあり、政治家であ

り軍人でもありました、ロンドン・ロータリーのメンバーで

もあった、チャーチルさんの言葉に、「歴史を知らずして、

現在未来を語ることなかれ」というのがあります。われわれ

が歴史を学ぶのは単に過去を追憶するためだけではなく、過

去を学ぶことによって正しく現在を認識することができる

のであります。現在を正しく認識することによって、初めて

未来を展望することができるのではないでしょうか。 

 

 

●ロータリークラブの誕生と成果 

 そういうことで、ロータリーの誕生とその成果ということ

で、1905年、明治38年ですね。今から約116年前、当時のアメ

リカは経済恐慌で人心はすさみ、犯罪は巷に満ちあふれてい

ました。これに憂いた、シカゴの一青年弁護士、当時37歳で

す。ポール・ハリスが、良い社会を作るためには人の和をは

図り、世の中に奉仕する気持ちを多くの人が持つようになる

ことが大切だと考えました。 

 まず、自分の客である石炭商のシルベスター・シール、鉱

山技師のガスターバス・ローアと相談し、洋服屋さんのハイ

ラム・ショーレーと2月23日、大変寒い日の夜、ローアの事務

所に4人集まり、ポールのアイデアや理想を語り合ったのが、

このロータリーの始まりでございます。 

 このシカゴ市内にありますユニティ・ビルの中にあったガ

スターバス・ローアの事務所は、当然解体してなくなりまし

たけども、エバンストンにありますRIの本部の方の3階には

全くこれと同じ、6畳くらいの広さですけど復元されてあり

ますので、将来RI会長になった人は、見に行ってそこで写真

を撮ってください。 

 われわれは、シカゴの100周年のときに行きました。鈴木

さんも行かれたんじゃないかと思うんですけど、RI会長、そ

れからRI会長エレクトの大きな部屋もありまして、そこに座

ってその当時はRI会長ぐらいになってやろうか、くらいの気

持ちでいたんですけど、今はそういう気持ちは全くありませ

んので。そんなことで、そこにありますので、ぜひ機会があ

ったら行ってみてください。 

 2回目からは印刷屋のハリー・ダグラスも参加して、それ

ぞれの違った職業の人たちが集まって社交クラブが誕生し

ました。これが、今では世界200カ国120万人も会員を持つロ

ータリークラブの始まりです。 

 そして、ロータリーという名前は、集会を順番に会員各自

の事務所で持ち回って開くことからも名付けられました。会

場もクラブが大きくなるにつれて、レストラン等で定着する

ようになりましたが、役員は全て任期1年で交代するという

基本原則は今でも守られています。でも、最近の規定審議会

で会長がいない場合には2年間やってもいいというふうに、

だんだん変わっていますのでそういうこともできると思い

ます。 

 また、普通の弁護士を中心に、決して高学歴の持ち主とは

言えない平凡な商店主や、中小企業の経営者が集まって、ロ

ータリークラブが発足したことは特筆すべき事柄です。特に

日本では、社会的な地位や事業規模を重視した会員選考が行

われる傾向が強いですが、本来ロータリークラブは、エリー

トと呼ばれる人たちを集めて作った組織ではなく、ロータリ

ー運動を通してエリートが、たくさんのエリートが誕生した

ことを忘れてはなりません。 

 

 この最初にできたシカゴ・ロータリークラブは1業種1人を

鉄則として、会員が物を買ったり、家を建てたり、保険を掛

けたりするときは、まず会員に頼む。会員からの注文は親兄

弟から頼まれたように、儲けないで品質の良いものを安く提

供しようと、仲間同士で仕事を回していました。 

 このシカゴ・ロータリークラブの最初の綱領は、 

 ・第1条 会員の業務上の利益を振興すること 

 ・第2条 本来の社交クラブとしての親睦、 

その他望ましい諸点を振興すること 

 たったこのわずか2条からなる簡単なものでした。しかし

翌年、自分たちだけの利益だけをはかるクラブでは将来性が

ないということで 

 ・第3条として、 

「シカゴ市の利益を推進し、市民に対する誇りと 

忠誠心を普及すること」と追加しました。 

 

 1908年、明治41年、これは日本ロータリアンに大変人気の

ある、ロータリーの骨格を作ったと言われるアーサー・シェ

ルドンという方が入ってきました。そしてもう1人、事務総

長としてロータリークラブの拡大に貢献したチェスリー・ペ

リーさんという方が、この年に入ってきました。「He Profits 

Most Who Serves Best」ですか。英語の発音が悪いんですけ

ども、「最もよく奉仕する者、最も多く報われる」という言



 
 

 

葉と、それから「Service Above Self」、超我の奉仕ですね。

職業奉仕の概念が始まりました。奉仕する職業人のクラブと

いうことで、ロータリーは数ある社交クラブの親睦団体とは

明確に違う組織として歩き始めました。 

 そして、1917年、大正6年になります。できてから12年後、

これに反して、テキサス州のヒューストンの会員でありまし

たメルビン・ジョーンズという人が、奉仕の実践とは抽象的、

観念的な道徳ではなく、今さまざまな面でお金を必要として

いる人たちに対し、金銭的に援助の手を差し伸べることが必

要ではないかということで、ライオンズクラブという奉仕団

体を設立しました。ロータリーが言う「I serve」とライオ

ンズが言う「We serve」という、根本的に違うんですが、最

近は同じようなこともやってるクラブもありますが、そうい

うことで、ライオンズクラブというのができました。また、

この年に世界で良いことをしようよということで、アーチ・

クランフというロータリアンがロータリー財団を設立しま

した。 

  

●日本でのロータリークラブの誕生以降 

 そして、1920年、大正9年です。東京ロータリークラブが、

日本で最初のクラブとして誕生しました。10月20日にチャー

ターメンバー24名が集まり、丸の内の銀行クラブで創立総会

が開催され、世界で855番目のクラブとして、誕生しました。

ちなみに、臨海西ロータリークラブは2,409番目のクラブで

す。スポンサークラブはダラスロータリークラブ、初代会長

に米山梅吉さん、幹事に福島喜三次さんがなりました。もと

もとのロータリアンの最初の人は、福島喜三次さんが仕事の

関係でダラスロータリークラブに入って、大変いい団体があ

るということで、米山さんに紹介してできたのがきっかけで

ございます。 

 三井物産、日本郵船、日興証券、清水組、これは今の清水

建設です。三井銀行、三越、芝浦製作所など、財閥、大企業

の社長や役員で東京クラブは構成されました。2番目にでき

たのが大阪ロータリークラブ。そして、神戸、名古屋、京都、

横浜にできました。また、当時の統治下にあった朝鮮、台湾、

さらに満州国。これは大連ロータリークラブと言っていたん

ですけども、そこにもありました。昭和15年には、45クラブ

2000名を超える会員がいました。 

 1923年、これは大事なところですが、大正12年、関東大震

災が起こりました。東京ロータリークラブは、多額の見舞金

が集まりました。RIのチェスリー・ペリーさんから25,000ド

ル、それから世界の503にものぼるロータリークラブから、

25,000ドル。今の日本の金額にしますと、おそらく20～30億

に値する寄付金や見舞金が東京ロータリークラブに贈られ

ました。それで、東京ロータリークラブは金持ちの昼飯会的

な感じでやっていたのが、本格的にこれは、もっと社会奉仕

活動をしなきゃいけないということで、ロータリーの方針を

理想に基づいて、頑張るようになったのがこのへんからでご

ざいます。 

 そして1923年、大正、同じ年なんですけども、セントルイ

スの国際大会で採択され、決議23-34という、これはどこか

で必ず出てくるような言葉ですけども、いわゆるセントルイ

ス宣言。「ロータリーは自分のために利益を得ようとする欲

望と、他人に奉仕しようとする義務感と、それに伴う衝動と

の間に常に起こる争いを和解させようとする、人生の哲学で

ある」という有名な決議が下りました。また、「奉仕する者

は口だけではなく行動しなければいけないと。ロータリーは

単なる心の持ち方ではなく、ロータリーの哲学も単に主観的

なものではなく、実際的に行動に移さなければいけません」

と。 

 われわれ日本人は、たぶん近江商人の三方よしと。自分よ

し、相手よし、世間よしというのがありますが、なかなか理

想的にはいきませんけども、こういうところをロータリーは

本当に基本的な概念として、持っていこうということでござ

います。 

 そして1932年、今度昭和になります。昭和7年。ちなみに、

昭和で言ってみますと96年、平成ですとたぶん33年なので、

それから合算して何年前かとか、いろいろ覚えてもらえれば

いいのかなと思います。破産寸前のアルミニウム会社の再建

を引き受けたハーバード・テーラーというロータリアンが、

これは素晴らしい経営方針だということで、見事に会社を再

建しました。それが、この四つのテストです。 

 1.真実かどうか 

 2.みんなに公平か 

 3.好意と友情を深めるか 

 4.みんなのためになるかどうか 

 これは、今でも多くのロータリークラブが例会のときに皆

さんで、唱和をしております。 

 そして、残念なことに1940年、昭和15年、ご存じのように

太平洋戦争が勃発したため、社会的に解散しなくてはいけな

いような状況になりました。しかしこの戦争中も、東京水曜

クラブというふうに名前を改めて、皆さんでこの精神を引き

継いで例会をやっていたそうです。 

 よって、昨年2020年は、東京ロータリークラブの100周年。

いわゆる日本のロータリーの100年目という節目になります。

本当は大々的にやる予定だったんですけども、このコロナ禍

の中で東京クラブが、クラブの活動の中だけでやりました。

これはたぶん、ロータリー東京100年のビデオメッセージか

何か来ていましたよね。見られた方もいたと思うんですけど

も、ああいう時代から延々と来ているということで、この東

京クラブはそういうことであります。 

 これは載ってなかったんですが1936年、昭和11年にニコニ

コというのが大阪ロータリークラブで始まりました。社会奉

仕に使おうということで、スマイルボックスとも言われてい

ます。昭和21年、1946年、残念ながら79歳で米山梅吉さん。

同じ年に幹事でありました福島喜三次さん、それから次の裏

のページになりますけど、ポール・ハリス。同じ時期に始め

て同じ時期に、この盟友であります方々が亡くなっておりま

す。 

 このポール・ハリスに、創立の時から側にいて片腕であっ

た、石炭商のシルベスター・シールさん。これは本当に盟友

であり、ポールを愛していたのか、自分のお墓もポール・ハ

リスの隣に墓を作って、あの世へ行っても隣で語り合って飲

んでいるというようなことでした。 

 その話は別として、1949年、昭和24年に東京ロータリーが

国際ロータリーに復帰しました。このときは、マッカーサー

元帥とか吉田茂総理も来て、記念例会に参加して祝辞を述べ

たという、東京ロータリーの100年のビデオに載っていまし

た。 

 そして、1952年、東京ロータリークラブで、米山奨学事業

を立案して米山基金を開始しました。これは、ちょうど米山

さんが亡くなって7年後、古澤丈作さんという方が米山さん

の功績を称えて、米山奨学事業を始めました。親クラブの東

京臨海ロータリークラブは、この米山奨学生を10名預かって



 
 

 

育てております。1953年、昭和28年に、『ロータリーの友』

が創刊されます。四十何年前です。『ロータリーの友』が始

まったと。そして、1961年、昭和36年に、初めて東京で国際

大会が開催されました。これは第52回大会ということで、晴

海の国際見本市センターで74カ国、24,000人くらいの人が集

まって世界大会が行われました。 

 1962年、昭和31年に、インターアクトが発足しました。こ

れは12～18歳までの学生を対象にしてやっていますが、江戸

川区は残念なことに私立の高校が少ないので、関東第一高等

学校が江戸川ロータリー、それから愛国学園が東江戸川ロー

タリーという、この二つがインターアクトを作っております。

昨年、東京東ロータリークラブが、安田学園にこのインター

アクトを開設しました。そこに、われわれの東京臨海ロータ

リークラブで、青少年交換で行った鈴木陽子さんという方が

ハンガリーから帰ってきて、今ここの顧問教師をやっていま

す。 

 1968年、東ヶ崎さんです。東京ロータリークラブの方が、

日本で初めてのRI会長になりました。これは、三鷹にありま

す、国際基督教大学の理事長です。1969年、昭和44年、ロー

ターアクトが発足しました。これは、18～30歳までという青

年男女ということで、将来のロータリアンになるようなこと

を目的に作りました。今は30歳だと早すぎるということで、

もうこれは年齢制限なくて、35歳でも40歳でもローターアク

トに入れますけども、親クラブが作ったように、衛星クラブ

というのもありますから、ローターアクトじゃなくても将来

ロータリアンになる人は衛星クラブという選択肢もあるの

ではないかと思われます。 

 1974年、昭和49年に、この青少年交換留学生という制度が

46年くらい前に始まりました。これは海外留学する若者に機

会を与えるということで、われわれの頃は毎年20名くらい派

遣して20名くらい受け入れるようにしていたんですけど、だ

んだんホストファミリーが少なくなったために10名くらい

に減ってきていますけども、いずれ臨海西さんの方にもどこ

かの国の学生が青少年交換で来ます。そうすると、1年間や

っぱり預かるのは大変、奥さんや家族も大変なので、大体3

カ月おきに、だから4人のホストファミリーを作っておけば、

3カ月おきにホストファミリーとして面倒を見られるという

ことなので、おそらく2～3年後にはこの青少年交換留学の学

生も来ると思いますので、そのときはまた、ひとつよろしく

お願いします。僕がよろしくお願いしますと言うのもおかし

な話なんですけど、あるかもしれませんので。 

 それから、昭和53年になりまして、また東京で2回目の国

際大会が開催されました。これは第69回大会ということで、

国立代々木体育館でやりました。95カ国から、4万人近い人

が来ましたので、昼と夜2回に分けてこの大会をやったそう

でございます。 

 1979年になりまして、初めてRIで3Hプログラム第1号とし

てフィリピンのポリオ撲滅のために予防接種を開始しまし

た。今は、パキスタンとアフガニスタンとナイジェリアと3

カ国だけ残っていますが、ナイジェリアは完全になくなって、

今、パキスタンとアフガニスタンに、もうちょっとというこ

とで、こういう格好をして写真を撮ってると思うんですけど、

ポリオ撲滅もう少しということですので、これも。ただ、中

東の過激派が支配しているところは、農村部は正式なデータ

はないんで、本当は実際完全になくなるってことはない気が

しますけども、われわれはポリオ撲滅をメインにしてやって

おります。 

 1981年、56年、ロータリーとはちょっと違うかもしれませ

んけど、41年前にこの比国育英会バギオ基金というのが設立

されました。この間、カウンセラー会議にうちの親クラブの

臨海さんもバギオって人の名前ですかって言うくらい、まだ

全然分かんない人もいますので、機会がありましたらこのバ

ギオ基金ももう1回ビデオ等でまたお話ししてみたいなとい

うふうに思っております。 

 そして1982年、向笠さんという方が、大分県の中津ロータ

リークラブの人が日本で2人目のRI会長になりました。そし

て1986年、昭和61年ですけども、先ほど 西野次期会長、会

長エレクトが話をしていましたが。この三十数年前までは、

ロータリークラブというのはメンズクラブだったんです。要

するに、女性会員は入れなかったんです。ラスベガスのどこ

かのロータリークラブが、3人女性を会員に入れたんです。

そしたら、RI本部はそのクラブを除名しちゃったんです。 

 だから、人口の半分が女性なのにそういう差別をするのは

おかしいんじゃないかということで、その女性会員たちが最

高裁に訴えて、裁判になった。それで負けました。それから、

女性会員が今日、本当、信じられないような、女性がだんだ

ん強くなって、先ほども話しましたように、次々年度はRI会

長もカナダのジェニファーさんという女性の人が会長にな

る。もうそういう時代になってきたということです。三十数

年前までは、いなかったんです、女性のロータリアンは。そ

れが、1986年にそういうふうになりました。 

 それから、1994年、栗山前会長や飯塚さんや西野さんもい

た東京臨海ロータリークラブが、「Be a friend」という、

RIのビル・ハントレーさんが、「友達になろうよ」という年

度に東京江戸川ロータリークラブをスポンサークラブとし

て、東京臨海ロータリークラブが誕生しました。 

 1995年、ロータリー財団の第1号の奨学生でした、皆さん

も知っています緒方貞子さんが、国際ロータリー理解賞を貰

った年です。緒方さんも亡くなっちゃいましたけど、このロ

ータリー財団の第1号の方です。 

 2004年、平成16年です。日本で3回目の国際大会が大阪で

行われました。第95回大会で、これは大阪のドーム球場でや

りました。112カ国、45,000人。おそらくこれが、5万人近い

会員が、今までの世界大会で一番多かったんではないかなと

いうふうに記録されております。 

 2009年、一般財団法人比国育英会が財団法人化して、現在

に至っています。あと、このポリオ撲滅に関しましては、

Microsoftの創立者であるビル・ゲイツさんが、財団から

75,500万ドルという多額の寄付をいただきました。 

 そして、平成24年、9年前です。日本で3人目のRI会長が、

埼玉県八潮ロータリークラブの田中作次さんという方が誕

生しました。 

 

 



 
 

 

●ロータリークラブのこれからとまとめ 

 もう時間も押してきましたので、ロータリーの行動規範、

それからロータリーの目的は、最後のページに添付してあり

ますから、それを見ていただいて。ロータリアンは以下のよ

うに行動するということで、この中でやはりわれわれは仲間

として4番目の、ロータリーやその他のロータリアンの評判

を落とすような言動は避ける。仲間の足は引っ張らないで手

を引っ張ろうよ、というような行動規範とかっていうものを

ロータリーは出しております。 

 それと、ロータリーの目的、昔はわれわれの頃はロータリ

ーの綱領と言っていたんですけども、そういったやつを各例

会でやっています。これは、文章が長過ぎちゃうんで、おそ

らく新しいバージョンで短くしてやっているのではないか

なと思います。 

 それから、世界大会が2019年にはドイツのハンブルクでや

りました。これは、本当にいい街で、われわれも行って、鈴

木さんも行きましたけども。去年、ハワイのホノルルに本当

は行きたかったんですけどコロナ禍で行けず。また今年、台

湾、台北での大会も、対面式ができないでバーチャル方式に

なりました。 

 ちなみに、再来年、2022年はアメリカのテキサス州のヒュ

ーストン。その次の2023年は、オーストラリアのメルボルン。

その次の2024年はシンガポールというふうに4年先まで決ま

っていますので、われわれ、最初ロータリークラブができた

ときには毎回例会来るときに、5,000円とか1万円とか積み立

てをして、いっぺんに何十万もなかなか出せないんで、そう

いう方法をして、国際奉仕委員長に相談して、みんなで、大

勢で行こうよというようなことで、この国際大会は今まで参

加しました。 

 それと、後で追加しましたけど、皆さん、これ新しいメモ

を見てほしいんですけど、日本はこういうふうな地区で34地

区に別れいてます。その左側の下から5番目の、2,580地区、

70クラブ、2,921名、ここがわれわれの所属している地区で

す。 

 東京のもう1地区の2,750地区というのは、97クラブで

4,600名。中央線からこっちの八王子とか立川とか、京浜の

方は人数が結構多いです。それからもう一つ、12月の末日の

正会員ですけど、われわれこの東分区、ちょっと自慢になっ

ちゃいますけど、臨海ロータリークラブ、衛星クラブも含め

ましてこの時期で、今はもう80名近いんですけど74名という

のは、全体の、東京クラブは三百何十名います。あと北クラ

ブは、衛星クラブ作って100名ですけど、臨海ロータリー親

クラブはナンバー3だということです。数の力で、多ければ

どうということではないんですけども、そういうことで増強

に力を入れていってほしいというふうに思います。 

 時間になりましたので、最後に一言。ロータリーとは一言

で言えば、利他の心を養い、人を育てるともに献身的な奉仕

活動を行う世界的な団体であるということでございます。ご

清聴ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

■カウンセラー委員会：西野副会長 
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