
 ３月１４日例会報告   

点 鐘 

ロータリーソング 「我等の生業」 

出席報告 

会員数 出 席 出席率 2月28日訂正出席率 

21名 18名 85.71％ 100％ 
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   ☆ 会 長・山田太熙   ☆ 会報委員会・深江一之  森岡 啓 

   ☆ 副会長・池田正孝   ☆ 事務局・〒136-0071 東京都江東区亀戸1-43-22 アンフェリシオン内       

   ☆ 幹 事・鈴木雅貴         ＴＥＬ：04-2946-9824  ＦＡＸ：04-2946-9825 

     Ｎｏ．２２  第１１１３回例会      

     ２０１９年（平成３１年）３月２３日           

 
 

  

 

 

  

 

 

紹介者 森岡 啓君 

来賓紹介 

☆ゲスト  ３名  

 栗山義広氏（東京臨海西ＲＣ） 

 岩楯佳司氏（山田太熙君ゲスト） 

 呉 菘さん（米山奨学生）     計３名 

社会インパクト投資のご紹介 
～資産形成と世界貢献への結びつき～ 

 

於：ホテルニューアカオ 

メークアップ報告 

 大澤一隆君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 山本喜久雄君 

 （東京米山ロータリーＥクラブ2750） 

 ☆メークアップ、ありがとうございました。 

会長報告 

・東京臨海西ＲＣ会長・栗山義広氏より、「国 

 際ロータリー加盟認証状伝達式」のご案内 

 クラウドクレジット株式会社 原佑理子氏 

バナーの交換 

 創立25周年記念合同例会 

・青年会議所・岩楯佳司氏へ「わんぱく相撲」 

 協賛金の贈呈 
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 本日の卓話は、創立25周年記念実行委員長・ 

小宮勝巳君による「創立25周年記念合同記念例 

会・最終打ち合わせ」でした。 

 
・今月のお祝い 

委員会報告 

＜職業奉仕委員会＞ 

・「四つのテスト」唱和 
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・米山奨学生・呉 菘さんへ奨学金の支給 

・米山奨学生・呉 菘さんより、奨学期間終了 

 のご挨拶 

 卓 話 

 米山奨学生・ウーソン君 最後の例会 
 

米山奨学生・ウーソン君から、お土産に

台湾の銘菓をいただきました。来週の創

立25周年記念合同例会では、通訳と二胡

の演奏で皆さんとのお付き合いをお願い

しています。そして４月からは晴れて社

会人。京都での２か月に及ぶ研修を終え

た後、最初の勤務地が決まるそうです。

これからも時間を見つけて遊びに来てく

ださいね。ガンバレ、ウーソン君！ 

幹事報告  

・「第９回定例理事会」報告（３月７日開催） 

・本日、ＰＭ７：00～「第５回家庭集会（米山 

 奨学生・呉 菘さん送別会）」を開催します。 

 於：神楽坂えちご ホスト：山本君 

・３月21日（木）例会は、休会となりますので、 

 ご注意ください。 
・「創立25周年記念合同例会」について 
 ３月23日（土）～24日（日） 

 於：ホテルニューアカオ 
 ☆３月28日（木）例会は、「創立25周年記念 

  合同例会」に変更となりますので、ご注意 

  ください。 

・「第10回定例理事会」について 

 ４月４日（木）例会終了後 

＜次年度幹事＞ 

・本日例会終了後、「第３回被選理事会」を開 

 催します。 

・「ロータリーフェローズ東京・第2780地区学 

 友会共催・春の例会」について 
 ５月11日（土） ＰＭ２：00～ 

 於：公益社団法人日本外国特派員協会 
 ☆掲示板をご覧ください。 
・３月19日（火）、「ガバナー補佐エレクト会 

 議」に、田村会員（次年度東分区ガバナー補 

 佐）が出席します。 
・３月27日（水）、「ＰＥＴＳ（会長エレクト 

 研修セミナー）」に、池田会員（次年度会長） 

 が出席します。 

・「ロータリー手帳」について 
 価格：648円 
 ☆注文される方は、本日例会終了後までに、 

  事務局へお申し出ください。 

・鶴岡東ＲＣより、創立25周年記念合同例会の 

 お土産をいただきましたので、お持ち帰りく 

 ださい。 

 

実行委員長から、来週に

迫った合同例会の開催案内

と質疑応答がありました。

お天気だといいですね！ 
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 呉菘君、またお会いできる日を 

  楽しみにしています！ 

Tokyo Edogawa Chuo Rotary Club  http://www.tec-rc.jp/ 

栗山義広氏： 

（臨海西） 

本日は５月11日に行われます、 

東京臨海西ＲＣのチャーターナ 

イトのご案内に来ました。宜し 

くお願い致します。 

  

３月の友愛コーナー ￥   1,400 

本日入金 ￥     35,000 

累計 ￥   902,196 

基金累計 ￥ 7,840,833 

 ①東京臨海西ＲＣ会長・栗山義広様、 

     ようこそ、いらっしゃいました。 

 ②本日の卓話は、 

  いよいよ来週となります、 

  鶴岡東ＲＣ・台北永東ＲＣとの 

  創立25周年記念合同例会ｉｎ熱海の 

          最終打ち合わせです。 

  皆様、必ずお残りください！ 

本日のニコニコ情報 

池田君、大澤君、定光君、実方君、鈴木君、 

田北君、田島君、深江君、福田君、矢作君、 

山田太熙君、山田憲裕君・・・①② 

長谷川君： 米山奨学生・呉菘君、最後の例会 

出席日です。皆様、ご協力ありが 

とうございました。本日19時より 

神楽坂えちごで送別会を行います。 

参加表明の方、ご出席をよろしく 

お願い致します。 

皆川君： 本日14時から「次年度地区チーム 

研修セミナー」に新宿で出席のた 

め、早退させていただきます。 

森岡君： 東京ドイツ村のイルミネーション 

は、びっくりするほど綺麗だし、 

鴨川シーワールドのシャチにも度 

肝を抜かれました。長谷川さん、 

ありがとうございました。 

            計16名 

 第５回家庭集会報告 

 日時：Ｈ31・３・14（木） 

   ＰＭ７：00～ 

 会場：神楽坂えちご 

ホスト：山本君 

出席者：池田君、小宮君、近藤君、実方君、 

    鈴木君、田北君、長谷川君、番場君、 

    福田君、皆川君、森岡君、矢作君、 

    山田太熙君、山田憲裕君、渡辺君、 

    米山奨学生・呉 菘さん、 

    元米山奨学生 チョロウンバト・オユ 

    ンチメグさん        計18名 

 ３月14日（木）、神楽坂「えちご」にて山本 

会員の家庭集会と米山奨学生・呉菘君の送別会 

が合わせて行われました。 

 「えちご」は言わずと知れた山本会員のお店。 

久しぶりに逢う山本ちゃんにみんな大興奮。満 

員のお客様を差し置き「山本ちゃん、元気？」 

の大合唱。ちょびっとの久 闊
きゅうかつ

を叙
じょ

しました。 

 今日が最後の呉菘君。会員一人ひとりにまじ 

めに対応していました。酔っぱらいの親父の扱 

いはもっと適当でいいのにと思いながらも、却 

って初々しく大好感度。 

 以下、呉菘君の謝辞の言葉を転送します。 
 

 米山奨学生として東京江戸川中央ＲＣの皆様 

と出会ったことは、私にとって一生かけがえの 

ない思い出です。 

 経済面を支えていただいことで、沖縄で二回 

のフィールドワークを行い、修士論文を無事に 

終わりました。日本での就職活動も負担なく 捗
はかど

 

り、順調に決まりました。そしてメンタル面で 

も私を支えています。皆様は成功者でありなが 

ら、社会に報い、地域や国を超えて交流をはか 

る姿が私の模範になっています。 

 わずか一年間ですが、相撲鑑賞、能と狂言鑑 

賞、鎌倉旅行、クリスマス家族例会、そして、 

私のための送別会など、皆様と過ごした時間は 

本当に貴重で充実でした。大変お世話になりま 

した。これからは社会人として精進してまいり 

ますので、またよろしくお願い致します。 
 

 というわけで、久しぶりの山本ちゃんは、ち 

ゃんとクラブに顔を出すと誓い、まじめな呉菘 

君が社会人になっても擦れないことを願い、お 

開きになりました。      【記 近藤】 
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■決議２３－３４ 
社会奉仕に対する方針 

社会奉仕に関する1923年の声明 
 

 ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンのすべてがその個人生活、事業生活、および社会生活に 

奉仕の理念を適用することを奨励、育成することである。 

 この奉仕の理念の適用を実行することについては、多くのクラブが会員による奉仕にその機会を与えるも 

のとして、さまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下に掲げる諸原則は、ロータリアンおよびロータ 

リークラブの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表すものとして適切であ 

り、また管理に役立つものであることを認め、これを採用するものである。  

１）ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人 

  のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲 

  学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、これは、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」とい 

  う実践的な倫理原則に基づくものである。 

２）本来ロータリークラブは、事業および専門職務に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受 

  け入れ、次の四つのことを実行することを目指している人々の集まりである。まず第１に、奉仕の理論 

  が職業および人生における成功と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこと。第２に、自分たちのあ 

  いだにおいても、また地域社会に対しても、その実際例を団体で示すこと。第３に、各人が個人として 

  この理論をそれぞれの職業および日常生活において実践に移すこと。そして第４に、個人として、また 

  団体としても大いにこの教えを説き、その実例を示すことによって、ロータリアンだけでなく、ロータ 

  リアン以外のすべての人々が、理論的にも実践的にも、これを受け入れるように励ますことである。  

３）ＲＩは次の目的のために存在する団体である。 

ａ）ロータリーの奉仕の理念の擁護、育成および全世界への普及。 

ｂ）ロータリークラブの設立、激励、援助および運営の管理。 

ｃ）一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、また、強制でなく有益な助言を与えることによっ 

  て各クラブの運営方法の標準化を図り、社会奉仕活動についても、既に広く多くのクラブによってその 

  「ロータリー情報勉強会」開催報告 
 

日 時：Ｈ31・３・14（木） ＡＭ11：50～ 

会 場：アンフェリシオン 

参加者：山田憲裕君、大澤君、定光君、 

    山田太熙君、矢作君、森岡君 

                  計６名 

テーマ：ロータリーの奉仕の理念 
 

 １．決議23－34「セントルイス宣言」とは？ 

（１）決議23－34が採択されるまで 

  Ⅰ．「相互扶助」と「親睦」を目的に創設。 

    （1905） 

  Ⅱ．社会奉仕の目覚め→「社会奉仕概念」 

    を追加（ドナルド・カーター） 

  Ⅲ．シカゴ市に公衆便所を寄付（1909） 

  Ⅳ．全米で「身体障がい者問題」に関心が 

    高まる。（1912～） 

  Ⅴ．身体障がい児に対する人道支援を求め 

    てロサンゼルス大会で大激論（1922） 

  Ⅵ．セントルイス宣言の採択（1923）  

（２）公式文書の中で奉仕の理念に触れた唯一 

   のもの。 

  Ⅰ．奉仕の実践をめぐる個人奉仕か団体奉 

    仕かの長い間の論争に終止符を打った。 

  Ⅱ．ＲＩとクラブとロータリアンの機能を 

    明確化した。 
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  Ⅲ．ロータリアンとクラブが行うロータリ 

    ーの諸活動に関する根源的な指針。 

  Ⅳ．「ロータリーの綱領」がロータリアン 

    自身に対する目標設定であるのに対し 

    て、この決議は主にロータリークラブ 

    を対象にしている。  

（３）決議23－34の内容 

  １）ロータリーとは 

  ２）クラブとは 

  ３）ＲＩとは 

  ４）ロータリーは単年度 

  ５）主体はクラブ 

  ６）a) 地域の奉仕団体との関係 

     b) クラブの後援 

    c）クラブの広報 

     d）後追いの禁止 

    E）現存機関の活用 

    F) ロータリーは陰徳 

    G) クラブの社会奉仕 

（４）２つのモットー 

  「もっとも奉仕する者、最も多く報われる」 

  「超我の奉仕」 

              【文責 森岡】 
 

原典に当たれということで、以下に決議23－34 

の全文を掲載します。お忙しい方は、青文字と 

赤文字部分だけでもさらってください。 
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  価値が実証されており、ＲＩ定款に掲げられているロータリーの目的の趣旨にかない、これを乱すよう 

  な恐れのない社会奉仕活動によってのみ、その標準化を図ること。  

４）奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーとは単なる心構えのことをいうのではな 

  く、また、ロータリーの哲学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表さなけれ 

  ばならない。そして、ロータリアン個人もロータリークラブも、奉仕の理論を実践に移さなければなら 

  ない。そこで、ロータリークラブの団体的行動は次のような条件の下に行うように勧められている。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 

  っていて、できればその会計年度内に完了できるようなものを、後援することが望ましい。この奉仕活 

  動は、地域社会が本当に必要としているものに基づいたものであり、かつ、クラブ会員の一致した協力 

  を必要とするものでなければならない。これは、クラブ会員の地域社会における個々の奉仕を奨励する 

  ためにクラブが継続的に実施しているプログラムとは別に行われるべきものとする。  

５）各ロータリークラブは、クラブとして関心があり、またその地域社会に適した社会奉仕活動を自主的に 

  選ぶことについて絶対的な権利をもっている。しかし、いかなるクラブも、ロータリーの目的を無視し 

  たり、ロータリークラブ結成の本来の目的を危うくするような社会奉仕活動を行ってはならない。そし 

  てＲＩは、一般的な奉仕活動を研究し、標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えることはあ 

  っても、どんなクラブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを命じたり禁じたりすることは絶対にしては 

  ならないものとする。  

６）個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択を律する規定は別に設けられていないが、これに関する 

  指針として以下の準則が推奨されている。  

ａ）ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブは、市民全体の積極的な支持なくしては 

  成功しえないような広範囲の社会奉仕活動は、他に地域社会全体のために発言し、行動する適切な市民 

  団体などの存在しない土地の場合に限り、これを行うこととすべきであり、商工会議所のある土地では、 

  ロータリークラブはその仕事の邪魔をしたり、横取りをしたりすることのないようにしなければならな 

  い。しかし、ロータリアンとしては、奉仕を誓い、その理念の教えを受けた個人として、その土地の商 

  工会議所の会員となって活動すべきであり、また、その土地の市民として、他の善良な市民と一緒に、 

  広くすべての社会奉仕活動に関与し、その能力の許す限り、金銭や仕事の上でその分を果たすべきであ 

  る。 

ｂ）一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であっても、クラブがその遂行に対する責任 

  の全部または一部を負う用意と意思のない限り、その後援をしてはならない。  

ｃ）ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主たる目標としてはならないが、ロータリーの影 

  響力を拡大する一つの方法として、クラブが立派に遂行した有益な事業については正しい広報が行われ 

  るべきである。  

ｄ）ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにする必要があり、総じて、他に機関があり、それによ 

  って既に立派に行われている事業に乗り出すようなことをしてはならない。  

ｅ）ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力する形で行うことが望ましいが、現存機関 

  の設備や能力が目的の遂行に不十分である場合には、必要に応じ、新たに機関を設けることにしても差 

  し支えない。ロータリークラブとしては、新たに重複した機関をつくるよりも、現存の機関を活用する 

  ことのほうが望ましい。  

ｆ）ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として優れた働きをし、多大の成功を収めてい 

  る。ロータリークラブは地域社会に存在する問題を見つけ出すことはしても、それがその地域社会全体 

  の責任にかかわるものである場合には、単独でそれに手を下すようなことはしないで、他の人々にその 

  解決の必要を悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータリーだけの 

  責任にならないで、本来その責任のある地域社会全体の仕事になるようにしている。また、ロータリー 

  は、事業を始めたり、指導したりするが、一方、当然それに関心をもっていると考えられるほかのすべ 

  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ほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力者の手柄にするようにし 

  なければならない。 

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、広くすべてのロータリアンの個 

  々の力を動員するもののほうがロータリーの精神によりかなっていると言える。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（ロータリー章典8.040.1、23- 34、26-6、36-15、 

  51-9、66-49）。 
                   引用元：『2016年手続要覧』 

                         なお、色付け・下線については引用者において加工しました。 

http://www.tec-rc.jp/

