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◎決議23－34 第1条 ロータリーの奉仕理念
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

■国歌斉唱「君が代」

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」 “Service above self"の

■ロータリーソング「それでこそロータリー」

第一のモットー「超我の奉仕」
ベンジャミン・フランクリン・コリンズ
1911 全米ロータリー大会（ポートランド）
演説でコリンズが
「無私の奉仕」（Service not Self）を引用

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

⇨ 「無私の奉仕」はいきすぎであるとし、

る」“He profits most who serves best"という実践的な倫理

「超我の奉仕」（Service above Self）に修正

原則に基づくものである。

残念なことには、この Service above self は誰がいつどのような意図
で提唱した言葉なのかは詳らかではありません。

人道的奉仕活動の理念

■来訪者紹介

第二のモットー「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる」
アーサー・フレデリック・シェルドン

米山奨学生

1910 全米ロータリー大会（シカゴ）
シェルドンが行動理念として提唱

ティティコンサコルウオング，

1911 全米ロータリー大会(ポートランド）
モットーとして承認
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
（He profits most who serves best)

サクピシット君

→ 2004年の規定審議会でHeをThey
→ 2010年の規定審議会でTheyをOneに

職業奉仕の理念

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

2022.02.09 永田PG 卓話資料より

第1条 ロータリーの奉仕理念

不易

日本のロータリーの精神的支柱

「奉仕の理念について」

1928年ロータリー国際大会で参加者が
着用したバッジ

職業倫理の行動理念

第2条 ロータリークラブの役割
第3条 国際ロータリーの役割

流行

第4条 実践哲学としてのロータリー
第5条 ロータリークラブの自治権とＲＩ
第6条 社会奉仕実践の諸指針
不易

決して変えては ならないもの

流行

時代の変化を勘案しながら、改めていくもの

奉仕の理念とは
会長の時間

Ideal of Service

◎チェスリー・ペリーが記した「ロータリー小史」の一節

奉仕の理念

and Objects Plan）というパンフレットの中で、“The Ideal

ロータリーの目的 第3に「the ideal of service」とあります。

奉仕の理念ついて

THIRD. The application of the ideal of service in
each RotaRIan's personal,business, and
community life

全世界のロータリー・クラブは一つの基本理念－「奉仕の理念」
を持っている。
それは他人のことを思いやり、他人のために尽くすことである。
“thoughtfulness of and helpfulness to others”

会 長 吉田 嘉昭

The Ideal of Serviceは、
公式には決議２３-３４(序文と第１条）、『公式名簿』巻末に

チェスリー・ペリーが記した「ロータリー小史」の１節だ
けと言われております。

社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること

日本のロータリーが最も大切にしているもの

チェスリー・ペリー
ロータリーの初代事務総長

米山梅吉氏はポール・ハリスの The first Rotarian および
This Rotarian age の翻訳に当たって、これを奉仕の理想
と訳してますが、この表現は現代の言葉として馴染みにく
いため、奉仕の理念を使うようになりました。

32年間

まとめ
二つのモットーを一体化して捉えた

(1) ロータリー章典(2020年1月版 P.33~P35)

(超我の奉仕 , 最も良く奉仕する者、最も多く報いられる)

8.040. 社会奉仕の基本原則

ロータリーモットーの真意

8.040.1. 社会奉仕に関する1923年の声明

1 ロータリーの基本理念
社会奉仕に関する1923年の声明

相手に対するサービスを自己の利益や都合より優先させよう。
利益はサービスの結果である。
相手のために最善のサービスをすれば、その報い(結果)として
最大の利益(満足感・幸福感)が得られる。

いずれも「決議23-34」との記載はありません。

ロータリーの「奉仕の理念」
「功利主義」ではなく、「利他主義」

◎決議23－34 序文 (1923年)
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

第2条 ロータリークラブの役割
第3条 国際ロータリーの役割
第4条 実践哲学としてのロータリー

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

ロータリーが考え実践してきた究極の
「Service」のかたち

第1条 ロータリーの奉仕理念

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

ロータリーの「奉仕の理念」

諸原則

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

① ロータリーの第１モットーである「超我の奉仕」
② ロータリーの第２モットーである「最も良く奉仕する者、
最も多く報いられる」
④ 「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも
人にしなさい」 マルタによる福音書(新約聖書)7章12節
“The Ideal of Service”の意味は、以上４つの
言葉の意味を包含したものと考えてよいと思います。

決議23－34はどこに記載があるの?

(2) ロータリー手続要覧(2019年版 P.2~P3)

◎決議23－34

of Service”の意味を以下の４つの言葉で示しています。

③「他者への思いやり」チェスリー・ペリーの言葉と同じ

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および

2022年 2月16日

１９３１年にRI が発行した「目標設定プラン」（The Aims

世のため人のため

第5条 ロータリークラブの自治権とＲＩ

ニーズを汲み取り

第6条 社会奉仕実践の諸指針

自分の知恵と力をある限り
心をこめて捧げること

とを認め、これを採用するものである。

それが自分を活かす道

－１－

現代ロータリーにおける「Service」の意味
初期ロータリーでは、正しいビジネスの方法としての
サービス(奉仕)という意味
活躍分野が広がった現代ロータリーでは、ロータリアンの中心
的行動原理として、最も広い意味で使われるようになっている。

「人々の助けとなること」
「社会に役立つこと」
「世のため人のために尽くすこと」

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

地区研修・協議会
社会奉仕・公共イ
4 月 23 日（土） メージ部門別協議
午後
会

■来信案内

（パレア）

オンライン

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

１）

地区研修・協議会

（一社）ロータリーの友事務所より、

・2022-23 年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い。

4 月 24 日（日）

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

・
「ロータリーの友」
購読料改定のお知らせ。
（1 冊 200 円→ 250 円）
4 月 24 日（日）

２）

場所

米山カウンセラー

パレア

リアル

研修（熊本）

午前

2022

地区ローターアクトより、献血のお願い。

パレア

ハイブリッド

門別協議会

午前

1 部 660 円（2 月 25 日締め切り）

日程

米山記念奨学会部

（米山奨学生受け入れの場合）
地区研修・協議会

２月２０日（日）９：３０～１１：４５／
１３：１５～１５：４５

4 月 24 日（日）

ミスターマックス西大分店 駐車場（屋外）

ロータリー財団部

（パレア）

オンライン

門別協議会

午後

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
会長ノミニー研修

３）

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパンより、

5 月 7 日（土）

セミナー
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

チャイルドの成長記録。

サイジャン パデシオ 君

5 月 13 日（金）
～

■クラブより

地区大会

大分県

ホルトホール大分

大分市

近日案内予定

5 月 14 日（土）

１）

３月３０日（水）は第五週目のため、休会といたします。
■今後の行事

■委員会報告

会長エレクト研修

03/12（土） セミナー（PETS）
～ 13（日）

熊本県

熊本城ホール／ＡＮＡクラウン

熊本市

プラザホテル熊本ニュースカイ

山田公也

3 月 26 日
（土）

オンライン

宮川義行）

熊本東南ローターアクトクラブ
２月第２例会報告

地区研修・協議会
職業奉仕部門別協

（青少年奉仕担当

（パレア）

議会

会長選出／卓話 宮川義行会員

※今後はロータリアンに卓話を依頼していく予定ですのでご協
力よろしくお願いします。

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会
4 月 2 日（土）
午後

4 月 3 日（日）
午前
2022

4 月 4 日（日）
午後

管理運営部門別協

オンライン

（パレア）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会
本会議

オンライン

（NTT）

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会
幹事部会

ハイブリッド

パレア

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

4 月 10 日
（日）
午後

国際奉仕部門別協

オンライン

（パレア）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

■出席報告
月日

会員数 出席者数

43
02 月 02 日 （免 4）
39
43
02 月 16 日 （免 4）
39
☆退会
☆出席免除
02 月 02 日

住江正治

地区研修・協議会
4 月 17 日
（日）
午前

会員増強部門別協

オンライン

（四方会員事務所）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

4 月 23 日
（土）
午前

米山記念奨学会部

ハイブリッド

ホルトホール大分

門別協議会

☆欠席者

■卓話（彌冨照皇会員 )
「台湾の兵役について」

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

－２－

23

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

16

39

100.00

22

島村徹男

56.41

古庄浩二

志賀重人

ノーベル化学賞を受賞し
たベンジャミン・リスト
さん。© Frank Vinken for
MPG, Max-Planck-Institut

第二次世界大戦

für Kohlenforschung

共産党

国民党

今回は、ノーベル賞を受賞
したロータリー会員（およ
び名誉会員）をご紹介しま
す（このリストは、国際ロータリー歴史資料部が把握している情
報のみを含んでいることにご留意ください）。

①日本の北守南進政策→台湾の近代化②国民党の軍人が・・・・

きれいな島があった！フォルモサ！！

きれいな島があった！フォルモサ！！

★当時の台湾の人々～

●自転車を肩に

イヌのかわりにブタが来たなどと揶揄

●蛇口を壁の穴に

なぜ台湾は徴兵制を？

●身体検査～①肥満、瘦せすぎ
②偏平足
③視力悪い
④精神疾患
⑤宗教上の主義
⑥性転換（戸籍上は女性）

必ず大陸を取り戻す！

ノーベル賞を受賞したロータリー会員と名誉会員（受賞年順）

いつか攻めていく！！
蒋経國

李登輝

陳水扁

蔡英文

毎朝の豆腐作り

民進党2016～

朝食の前～

悲惨 1950年陸軍部40万人，槍12万3千・大砲102～悲惨すぎる
！
軍事
顧問

侍17名台湾へ密航→白団８３名
1978～1988

２か月兵役を終えった男たち！

1988～2000

民進党2000～2008

あと少し卒業で兵役に就く先輩！

朝食の後～

３分間の戦闘シャワー

ウッドロウ・ウィルソン（Woodrow Wilson）米国大統領
平和賞、1919 年
Birmingham ロータリークラブ名誉会員（米国）

現役軍人（教官）

三八式歩兵銃

高校時代の軍事サマーキャンプ
65K2步槍

２月は、平和構築と紛争予防月間

兵役根絶活動

ウィリアム P. マーフィ（William P. Murphy）
生理学・医学賞、1934 年
Brookline ロータリークラブ会員（米国）

軍人も、兵器もない平和な世界

日本の文化を教
えて！

・・・・・・・

アルベルト・セント＝ジェルジ（Albert von Szent-Györgyi
Nagyrápolt）
生理学・医学賞、1937 年
Szeged ロータリークラブ会員（ハンガリー）（1940 年 3 日にク
ラブ終結）

これは～
日本の文化よ！

学校の先生になるよ
九州って、どこ？

これも
日本の文化よ！

アーサー・コンプトン（Arthur “Holly” Compton）
物理学賞、1927 年
St. Louis ロータリークラブ会員（米国）
トーマス・マン（Thomas Mann）小説家
文学賞、1929 年
Munich ロータリークラブ会員（ドイツ）

国ごとのプライベートとパブリックの愛❤

ポリオ根絶活動

日本留学よ！
九州！

グリエルモ・マルコーニ（Guglielmo Marconi）発明家
物理学賞、1909 年（フェルナンド・ブラウン氏と共同受賞）
Bologna ロータリークラブ名誉会員（イタリア）

ご清聴ありがとうございました❤
Thank you for listening❤

謝謝您的聆聽❤
九州男児？！

コーデル・ハル（Cordell Hull）米国国務長官
平和賞、1945 年

■点鐘

Carthage ロータリークラブ名誉会員（米国）
（編集者

沼田敏雄 )

ノーベル賞を受賞したロータリアンたち
投稿日 : 2 月 14, 2022
2 月はロータリーの「平和構築と紛争予防月間」
。平和構築への
貢献と聞いて、ノーベル平和賞を思い浮かべる方も多いのではな
いでしょうか。
昨年 10 月、ドイツのロータリー会員、ベンジャミン・リストさ
んがノーベル化学賞を受賞したというニュースに、全世界のロー
タリー会員が沸き返りました。歴史を見ると、これまでにもノー
ベル賞を受賞したロータリアンがいたことをご存知でしょうか。

アルベルト・シュヴァイツァー（Albert Schweitzer）医師・哲学者
平和賞、1952 年
Colmar ロータリークラブ名誉会員（フランス）／ Passau ロータ
リークラブ名誉会員（ドイツ）
ジョージ・マーシャル（George C. Marshall）米国陸軍大将
平和賞、1953 年
Columbus ロータリークラブ、Savannah Georgia ロータリークラ
ブ、Uniontown ロータリークラブ名誉会員（米国）
レスター・ピアソン（Lester Pearson）元カナダ首相、第 7 回国
連総会議長
平和賞、1957 年

－３－

Ottawa ロータリークラブ名誉会員（カナダ）

「サンフランシスコ会議は、この戦争による犠牲と苦しみを無駄
にしない世界をつくるために招集された。（中略）生き延びた私
たちには、ほぼ過重と言えるほどの責任があるのだ」

ムハマド・ユヌス（Muhammad Yunus）
平和賞、2006 年（グラミン銀行と共同受賞）

Rhein-Main ロータリークラブ名誉会員（ドイツ）

Report from San Francisco

ハラルド・ツア・ハウゼン（Harald Zur Hausen）
生理学・医学賞、2008 年
Heidelberg ロータリークラブ会員（ドイツ）
シュテファン・ヘル（Stefan Hell）
化学賞、2014 年（エリック・ベツィグ氏、ウィリアム・モーナー
氏と共同受賞）
Göttingen ロータリークラブ会員（ドイツ）

ベンジャミン・リスト（Benjamin List）
化学賞、2021 年（デイヴィッド・マクミラン氏と共同受賞）
Mülheim-Ruhr-Schloss Broich ロータリークラブ会員（ドイツ）

『The Rotarian』誌 1945 年 7 月
号に掲載された「Report from San
Francisco」という記事の最初の
ページ。編集者ケースが書いた中
段の記事に対し、サンフランシス
コ会議に出席した 4 名のロータ
リアンがコメントを寄せる形式と
なっています。
また、ケースが「自分たちの望む
憲章を起草するために、各参加者
がサンフランシスコで激論を闘わ
せてることは事実だが、希望は大

>> ノーベル賞受賞者の一覧（英語）
：https://www.nobelprize.
org/prizes/lists/all-nobel-prizes
---------------------------------------------------------------------------------------------国連誕生にかかわったロータリアンたち
投稿日 : 2 月 15, 2019
～サンフランシスコでの熱き議論から見える平和への切望

きい」と記した部分に対し、サンフランシスコ会議に出席した
もう一人のロータリアン、カルロス P. ロムロ（フィリピン）は、
こうコメントしています（ロムロは後に国連総会議長も務めています）
。
「意見の食い違いは、もちろんある。しかし、これらは調停可能だ。
なぜなら、この会議の精神は、末永い平和を可能とする憲章をつ
くり上げたいという切望なのだから」
もう一人のロータリアン代表で、元パナマ大統領であるリカルド
J. アルファロは、ケースが使った「Peace Loving nations」
（平和
を愛する国家）という言葉に対し、次のコメントを寄せています。

peace blog NY photo 世界平和を推進する国際機関の代表ともい
える国連ですが、その創設にロータリーがかかわっていること

をご存知でしょうか？
その経緯はこちらの記

事から詳しくお読みい
ただけますが、今回
は『The Rotarian』誌
（1945 年 7 月号）に
掲載された「Report
from San Francisco」

（サンフランシスコか
らの報告）という記事
をご紹介します。この記事は、同誌編集者リーランド・ケースが
書いたサンフランシスコ会議（* 下記注）の報告記事に対し、ロー
タリー代表として同会議に出席した数人のロータリアンがコメン
トを寄せるという興味深い形式をとっています。
この記事から、サンフランシスコ会議で平和に関する熱い議論が
交わされ、「どうすれば平和を持続できるか？」という問いに各
国の出席者が真剣に向き合っていた様子がうかがえます。
記事の冒頭で、ケースは次のように述べています。
「未だかつて、
勝利を目前とした連合国が、終戦を前に、領土の分割や補償金の
徴収のためではなく、平和を維持する機構を計画するために会合
を開いたことはない」
この部分について、サンフランシスコ会議にロータリアン代表と
して出席したチェコスロバキア元外務大臣のヤン・マサリクは、
次のようにコメントしています。

「“ 平和を愛する “ という言葉は、論理的な根拠があって憲章から
削除された。平和とは客観的なものであって、主観的なものでは
ない。平和が存在するか、かく乱されるかは、感情ではなく、行
動によって決まるのだ」
またアルファロは、目標とすべきは「正義の上に築かれた平和」
であり、そうでなければ「おしつけの平和になり、長続きしない」
と警告しています。新たに設立される国際機関（国連）が「個人
の幸せに目を向けてはじめて、個人の自由と責任に対する人びと
の支持が得られる」と述べ、草の根レベルでの理解の重要性を唱
えている点は、ロータリアンらしいと言えます。
サンフランシスコ会議で起草された国連憲章は、人類の平和への
希求の結晶ともいえるでしょう。記事の最後のページで、ヤン・
マサリクはこう述べています。
「ここサンフランシスコでは多くの観点から意見が述べられたが、
国際連合は一つの点で全員が一致していた。それは、平和への意
志であり、言葉に絶するほど悲惨な昨日の後により良い明日を築
こうという意志である」
* サンフランシスコ会議：正式名称は「国際機関に関する連合国
会議」。1945 年、50 カ国の代表がサンフランシスコに集まり、
「戦
争の惨害」を終わらせるとの強い決意のもとに国連憲章を起草。
1945 年 6 月 26 日に署名された。（出典：国際連合広報センター）
ロータリーボイスより
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