
今年度のフェローシップ推進委員会の事業計画には 

ロータリーの目的をしっかりと自覚し、奉仕と親睦に努め、会員の事業発展や

社会への貢献ができるよう・・・ 

1. ロータリーの歴史と現状について学ぶ。 

2. ロータリーに関する文献を紹介して理解を図る。 

とあります。 

そこで、ロータリーに関する文献紹介とロータリーの歴史を少しお話させていた

だきます。 

 

１冊目はポール・ハリスの自叙伝 

「My Road to Rotary」（わがロータリーへの道）です。 

この本は亡くなる少し前に書き終えられたので、 

人生が最も円熟したときに書かれた本ですから、 

ロータリーのことが詳しく書かれてあると思ったら、 

そうではなく、大半は少年時代と故郷の田舎の生活で、 

ロータリーの記述は少ししかありません。 

この本の副題は「ある少年の物語－バーモントの田舎－そしてロータリー」で

す。 彼がロータリーに辿り着くまでが、大部分を占めています。 

“１９４５年１０月シカゴにて”として書かれた序文の巻頭には、「私の７０余

年の人生で、大切なものが二つあります。一つは、故郷ニューイングランドの谷

間、もう一つは、ロータリー運動です」 

そして、「私がロータリーに身を捧げるようになった源を探っていくと、谷あい

の故郷、村人の人情や宗教や政治に対する、おおらかな心遣いにまで遡ります。

見方によれば、ロータリーは故郷の谷間で産声をあげたのです」とあります。 

１９３５年、ポール・ハリスが来日したとき、日本のロータリアンの「あなたは

なぜロータリーを創ったのですか」という問いに対して、「私は淋しかったか

ら」と一言だけ答えたといわれています。 

そしてまた著書には「ロータリーの例会は、会場の入り口で肩書きを外し、みん

な昔の少年にもどるのです」、ロータリーは砂漠のオアシスのようなもの、クラ

ブの例会に出席することは私の育った谷あいの村に帰るようなものであった。再

び少年に戻った。と書いてあります。 

さらに「ロータリーが人を啓発する方法は、その人の中に少年の心を残しておく

ことにあります。すべての善人の心の奥底には少年が宿っているのです。少年の人

生観はとてもすばらしく、汚れがなく、偏見もなく寛容です。あるのは強い熱意と

親しみ易さなのです。人にとって少年の心がなくなってしまったと言われる時は悲

しい時です。人はその心が潑剌としており、その性質が人の友情を受け入れる姿勢

を持っている限り、全く老いさらばえるということはないでしょう。ロータリーは

人に少年の心を活かしつづけることによって、その人々を励まし助けるのです。」

とヘンリー・ブラント卿の言葉を引用されています。 



「少年時代には、人生を見る目は、素晴らしいものです。清らかで偏見がなく寛

容で正義感が強く創造力に富み熱意と友情に溢れています。肉体が衰えるのは防

げませんが、少年の心は持ち続けることができます。人間は心を明るくして、友

達のよい点を見習って行きさえすれば、老化現象は起きません。ロータリーは少

年時代の心を忘れずに、発展向上を目指す会員を激励する団体です」 

とも述べています。 

 

２冊目は中村委員長の事業計画にあるロータリーの目的について 

佐藤千壽パストガバナー著「混沌」と「不易流行」の紹介です。 

ロータリーの目的につきましては、 

以前ロータリーの綱領と呼ばれていた 

「The Object of Rotary」の日本語訳が 2013 年 

「ロータリーの目的」と改訂され、 

皆様の目の前に掲げられています。同時に「奉仕の理想」 

も「奉仕の理念」に変更されましたが、ロータリーソング 

は奉仕の理想のまま歌われています。 

皆さんが歌われている「奉仕の理想」ってどんな理想。 

佐藤パストガバナーはロータリーが理想として掲げる奉仕、 

ロータリーの存立の極性軸の上に立つ理想。極性軸は何処にあるか。ロータリーが

職業人の組織である基本構造から拠って立つ軸足は各人の職業にあり極性軸とな

る。理想的な奉仕活動とは He profits most who serves best という一語に集約さ

れる。奉仕する者が報われる理想社会に近づけようとしている。これが「奉仕の理

想」ではないでしょうか。と言われています。 

ロータリーが取り組むべき四大奉仕（今は五大奉仕）の前提として、「意義ある事

業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある」と謳われています。 

そして、この主文を要約すれば「ロータリーの目的は職業奉仕の推進にある」と

結論に達してしまうと言っておられ、ロータリー活動の態様は時代と共に変化し、

多肢に渡ってゆくが、そのすべての根元にある理念は、会員個人々々における職業

倫理の高揚、ということになるのです。と結ばれていました。 

久野パストガバナーもロータリーの目的（綱領）は、意義ある事業（有益な事業）

の基礎として奉仕の理念（奉仕の理想）を奨励し、これを育むことにある。具体的

には次の各項を奨励することにある。 

 「ロータリーの目的」前文によれば職業奉仕こそロータリーの目的であるという

ことは戦前も今も明瞭な事実であります。この「ロータリーの目的」が生きている

限り、職業奉仕を除いてロータリーは存在しないし、職業奉仕のないロータリーは、

もはやロータリーではないということになります。 

 「ロータリー通解」のなかでも「ロータリーにおける奉仕とは、困った人にドア

の所に、困った人が求めているものを置いてくるというような、即物的、かつ瑣末

的なものを意味するのではない。例会において自己研さんを遂げ、実力と涵養と人



格の形成を根本にしてそのエネルギーが社会全体を潤す、それがロータリーにおけ

る奉仕の本質である」と述べています。 

 

「不易流行」－ロータリーの来し方・行く末－という書籍のなかで、時代ととも 

                にロータリーも変化していますが、ロータリーとして変えてはな

らないものまたは変わらないものが有るはずで、それがなくなれ

ばもはやロータリーとは          言えなくなって

しまうものが有るはずです。と、そしてロータリーの基本理念は

「決議 23－34」に盡きる。不易の哲学だと言われています。 

               ロータリーとは成人教育の場であって、あくまでも個人個人の 

資質を重視する、そういう資質の高い個人個人がそれぞれの職業 

を通して社会に奉仕する。 

 

             「人作りロータリー」の序文にロータリー運動は文 

化と平和の耕作労働です。 

ロータリアンという土壌にロータリー精神という  

肥料を施して耕作し、それによって文化の花・平和の果

実を得ようとするものではありませんか。と書かれてい

ました。 

 

次の本は「決議 23－34」に関する書籍３冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９０８年に、国際ロータリーという組織の骨格を作ったチェスリー・ペリー

と組織に生命を吹き込む精神的骨格を作ったアーサー・Ｆ・シェルドンが入会し

たころよりクラブ内で、親睦派と奉仕派との対立が生まれ、奉仕派内でも個人に

よる奉仕か団体（クラブ）による奉仕か、職業の中での奉仕か地域社会全体への

奉仕か、いろんな意見の対立が生じて、クラブ内のゴタゴタによりポール・ハリ

スが会長を辞任してしまいました。 

シカゴクラブ内が割れ、出席率も低下し、クラブ解散の危機に直面した時にハ



リー・ラグルス（５人目のロータリアン）が立ち上がって「歌を歌おう」とみん

なに呼びかけクラブ解散の危機を脱したと教わりました。以後毎週例会でロータ

リーソングを歌うようになったとも 

クラブ親睦とクラブの拡大は相反することから、チェスリー・ペリーは別の組

織に移すことを考え１９１０年、全米ロータリークラブ連合会が結成され、１９

１１年に「The National Rotarian」（The Rotarianの前身）が創刊、「もし、神

の摂理によって、私がどこかのコロシアムの演壇に立ち、皆さんと向かい合った

なら、そして一言言ってよいと告げられたら、一瞬のためらいもなく“寛容”と

叫ぶでありましょう。との有名なポール・ハリスの「合理的ロータリアニズム」

が掲載されました。 

またシェルドンが提唱したロータリーの精神とは、１９１１年第２回全米ロー

タリークラブ連合会で、Business is the science of human service. 経営の科

学とは奉仕の科学である。最もよく奉仕するものが、最も多く報われる。He 

profits most who serves best なのだという一語に尽き、奉仕する職業人のクラ

ブとして、他の社交クラブと違う独自の道を歩み始めました。 

さらに１９１５年サンフランシスコ大会でロータリアンはかくあるべしと、と

いう具体的行動規範である、全分野の職業人を対象とする「ロータリー倫理訓」

を発表し採択された。 

 これにより、ロータリーの志す奉仕とは何であるかがより明確になった。 

しかし、クラブの社会的存在意義という点で、個人的な道徳論に飽き足らぬ人が出

てまいり、１９１７年 I serve という理念のロータリーに対して、今現にお金を

必要としている人たちに金銭的援助の手を差し伸べるべきだという We serve を唱

えるライオンズクラブが誕生しました。 

 

 その翌年の１９１８年、障害を負った不幸な 

子供たちを救おうと、人道的情熱に燃えて活動 

していたエドガー・アレンという人がオハイヨ州 

エリリア・ロータリークラブ創立の話を聞くや、 

こういう人道的慈善事業を推進するにはロータリー 

こそ最も恰好の場だ、と考え、早速クラブに入会し、 

自分のクラブばかりでなく近隣のクラブにも積極的に 

働きかけ、障害児救済問題に対する関心を喚起し、 

１９２２年のロスアンゼルス大会で、障害児問題に関する注意を喚起し、この運動

が各クラブの地域社会における奉仕の機会を提供するものであることをそれぞれ

のクラブに認識させるよう決議させてしまった。 

 ところがこれがロータリーの本質にかかわる問題として大激論の火種になって

しまい、今度は職業奉仕派と社会奉仕派の大論争が起こりました。 

反対意見として 

① ロータリーは実業家、職業人の組織だから、実業及び職業上の問題に力を注ぐ



べきで、社会問題についてはただ広く関心を寄せるというだけでも事足りる。

一業一人という制度の意味もそこにある。 

② ロータリーは個人奉仕が主体で、クラブとしてこの様な問題に直接関与すべき

ではない。クラブは会員個々人にこの様な社会問題に関心を示すよう奨励する

にとどまるべきである。 

③ クラブという組織がこの様な社会問題にのめり込むと、ロータリー本来の面目

が失われるおそれがある。ロータリーは言論的唱導機関であるべきだ。 

④ 各ロータリークラブはそれぞれ独立の存在で完全自治を持っている。そのクラ

ブ活動に対し、他からあれこれ指図されるいわれはない。 

と反論するも、推進派はこの様な重大な社会問題に直面しながら、言論的唱導など

と言って逃げるのは卑怯な責任回避でしかない。ロータリーは行動しなければ意味

がない、今や実行あるのみと言って一歩も引かない。 

これに続く理事会決議では歯切れの悪い曖昧な決議をおこなうなど、意見の統一が

見られずロータリーは右に左に揺れ動き、あわや空中分解するかと危ぶまれる程の

騒動になったのです。 

もうどうにも収拾がつかぬ様な状態まで追い込まれた時、１９２３年のセントルイ

ス国際大会で採択されたのが、決議２３－３４です。 

決議２３－３４は６項目から成り立っています。 

第１項は、ロータリーとは人生哲学である。利己と利他の調和の哲学。 

そして Service Above self （超我の奉仕） 

He profits most who serves best (最もよく奉仕する者、最も多く報われる)の哲

学に則って実践すべきである。 

ロータリーの原点とは何か。精神的骨格が完成した１９２３年にあると佐藤千壽パ

ストガバナーは言われています。 

 

次の本は久野薫パストガバナーの「ロータリーのこころ」を紹介させていただき

ます。 
        久野パストガバナーは私たちに心があるようにロータリーにも 

心があります。私たちにとって心が大切なように、ロータリー 

にとってもこの心は大切であります。 
「ロータリーのこころ」と申しましても特別な心があるわけでは 
ありません。私たちの誰もが持っている心と何ら変わりはありま 
せん。 
ロータリーではこのこころを「奉仕の理念」「Ideal of Service」 
と表現されているのです。 

「Service」という言葉には多分に宗教的意味合いがあります。  

自己を否定、犠牲にしてこの宇宙を支配する神の秩序体系に帰依 
するというのであります。神という言葉の変わりに自然の摂理、理と表現すること

もできます。私たちは自然の摂理に逆らって生きることは出来ないのです。 



ロータリーの創設者ポール・ハリスは「ロータリーは宗教でもなければ宗教に変

わるべき何かでもない、それはただ古くからある道徳観を現代生活、とりわけ職業

生活において実践しようとするものなのだ」と語っております。 
「ロータリーのこころ」一言の元に表現しております。其れは「寛容」でありま

す。 
ロータリーとは「物事の課程、プロセスの最初にこの寛容の心を置く事」を目的

とした組織なのです。またロータリーはそのような自然界の摂理に従って生きる人

間、寛容の心を持つ人を育てる「人づくり」の組織なのです。 
そして「ロータリーの中心概念」は「親睦と奉仕」であります。奉仕を実践する

ためのきっかけを、親睦においたのです。親睦か奉仕の二元論的なものではなく親

睦と奉仕は表裏一体のものでなければなりません。 
これをポール・ハリスは「ロータリーは親睦と奉仕の調和の中に宿る」と語って

おります。 
次の本は４本の手を井桁に組んだ表紙の佐藤パストガバナーの「ロータリーのこ

ころ」の紹介で、四つのテストについて「真実かどうか・みんなに公平か・好意と

友情を深めるか・みんなのためになるかどうか」について、井桁で囲まれた深い井

戸の中に湧く清水、これが「ロータリーのこころ」なのだ・・・この清水を汲んで

「あなたの住むところ・私たちの世界・そこに住むすべての人々に」運んでいこ

う・・・飢餓窮乏に救いの手を伸べ、渇いた心に甘露の癒しを与えよう・・・それ

が、私のもう一つの解釈なのです。と述べられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで１０月は米山月間と地域社会の経済発展月間です。そこで月間に因ん

だ本をご紹介させていただきます。 

米山月間については 11 月２日の例会プログラムに入っていますので、本の紹介と 

米山梅吉氏の「新隠居論」についてのみお話させていただきます。 

大正３年（４７歳）三井銀行常務の時に、社会貢献の新たな提言として「新隠居

論」を発表されました。その内容は「日本では隠居というと、世の中から隠れてし

まうことを意味する。楽隠居の意味でしたが、隠居した人は今まで職務に忙しくて

出来なかったことが残っている。それは人間として尽くすべき義務である。稼業以



外職掌以外に何か社会公衆の為に奉仕するところがなくては、まだ人間としての義

務を十分に果たしたとは言えない。」と述べられ、米山梅吉氏自身も新隠居論を自

分の使命と考え、その後の人生において、着々と実現されていかれた。そのひとつ

として、昭和１２年青山学院緑岡小学校の設立。校長就任があります。 

 

            「地域社会の経済発展月間」に関しての本は齋木龜次

郎パストガバナーが書かれた「信天翁よちよち歩く」

に従来呼ばれていた「世界社会奉仕」の進め方につ

いての思いが次のように載っていました。 

            この運動の根本は人類愛に立脚し、燃えさかる火に立ち

向かう姿勢と熱意、これを実行する根強い忍耐力が必要

である。単に金品を恵むという行為だけであってはなら

ない。 

            第一にＲＩが何故この奉仕を必要としているのか、とい

う世界社会の現実をロータリアンに認識してもらわね

ばならない。その情報活動はどうあるべきであろうか。 

第二に従来の在り方が、とにかく金品を恵むだけで事足れりとする考えが多くは

ないか。後開発国の人たちはとかく依存性が強い。金品を恵むだけでは彼等が自ら

立ち上がろうとする意欲をすてて、かえって怠けさすことになりがちである。彼等

が自ら立ち上がろうとする意欲をかき立てる援助へ奉仕する方法はなかろうか。 

第三に現地ロータリアン達が自らの民族を立ち上がらせる為にその資力、その頭

脳をもって自ら奉仕する意欲に乏しいところに問題がある。これをどうすべきか。 

第四に日本のロータリアンは立派な能力、技術をもった人が多いが、これを提供

する方法に乏しい。すぐれた人達が座して奉仕する方法はなかろうか。 

との意見を求められ、多くの方から熱心な協力を得られたと。  

それから公式訪問時の講和に「与える人と与えられる人」として題して種田山頭

火の３８９日記の言葉 

「恩は着なければならないが、恩に着せてはならない、恩を着せられてはやりき

れない。親しまれるのはうれしいが、憐れまれてはみじめだ。与へる人のよろこび

は与へられる人のさびしさとなる、もしほんたうに与へるならば、そしてほんたう

に与へられるならば、能所共によろこびでなければならない。与へられたものを、

与へられたまゝに味ふ、それは聖者の境涯だ。」とありました。 

奉仕とは、与える人も与えられる人も共によろこびあえるものでなければならな

いと齋木龜次郎パストガバナーは述べられています。 

11 月２日の例会プログラムにはロータリー財団も 

予定されています。 

このロータリー財団の 7 つの重点分野のひつとが 

「地域社会の経済発展」です。 

 



 

 

次は「職業分類」と「広報」についての書籍です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐藤千寿パストガバナーの「選ばれた人」によりますと、職業分類の原則に基づ

いて推薦され、選考委員会に於いて「その人格、職業上および社会的地位並びに一

般的な的確性を調査された上で、更に現会員全員にこれを通知し、異議申立ての無

い場合初めて入会が許可された「選り抜きの人」であり、ロータリアンとして選ば

れる名誉。即ちエリートの名誉にふさわしい「高貴の義務」Ｎoblesse oblige が要

求される。 

ノーブレス・オブリージュ（高き身分のものが負うべき義務）とは、自己犠牲の労

を惜しまない率先垂範するべき者。それが高貴の義務であり、中国の古典の「上（か

み）の為す所は民の帰する所なり」の上に立つ者から姿勢を正すという教育が大事

で、それが無くなると 「上（かみ）に道揆無く下に法守為し」となってしまうの

で、上に立つ者の要諦として志を尚うすることを、説かれています。 

 パストガバナー曰く武士道は西洋の騎士道に通ずる。アメリカに起源をもつロ

ータリーは実業人の騎士道に外ならない。ロータリアンは選び抜かれたエリートだ

から「Ｓervice  Above  Self」と要求されるのではありませんか。ロータリアン

の矜持がそこにある。しかしエリートであるが、威張るな・思い上がるなという戒

めとして“実るほど頭を垂れる稲穂かな”との諺も併せて述べられています。 

 広報について私が会長をしていました時にロータリー塾とは別に毎月の親睦委

員会が始まる前に林野さんがロータリーについての話をしてくれていました。 

その時のお話に“Public Relations”について広報と日本語に訳したため本来の

意味が理解されていない。「広報」と言ったために外部へ広く知らせるという捉え

方になってしまった。直訳すれば公的関係で、ロータリークラブと地域社会との関

係即ち社会とのおつきあいの在り方である。ロータリアン一人一人が立派な人であ



ればその人自身が広報であると教えていただきました。 

            

中村委員長の「現状について学ぶ。」ですが 

久野薫パストガバナーのガバナー時代の月信に「入りて学び、出でて奉仕せよ」に

ついて、西洋では、奉仕の実践そのものがロータリーの本質と考え「実践方法を学

び、出でてその方法を実践する」と考えるが、 

日本人は、「入りて心を学び、出でて実践せよ」と 

考えるとありました。 

 またロータリー哲学＝他者への愛＝職業奉仕哲学だった 

のがロータリー哲学＝他者への愛＝人道的奉仕に変貌し、 

置き換わってしまったのか。現在あるロータリーの姿は 

ロータリーの万古普遍の哲学に照合して果たして組織と 

しての自己、アイデンティイティを喪失していないのでしようか。 

と問われています 

 

 

 最後にロータリーの樹について、林野さんが 

「私の見たロータリー」の中で次のように述べられていましたのでご紹介させてい

ただきます。 

 

 

「ロータリーを櫻の木に例えると、美しい櫻の花が 

国際奉仕で、それを咲かせている枝が社会奉仕、

その枝が集まっている大きな幹が職業奉仕、大き

な幹をしっかり固めて支えている根っこがクラ

ブ奉仕＝親睦」です。 

 

 

 

 

 

 

ロータリーは宗教でもなければ、宗教に代わるべき 

何かでもないが、古くからある道徳観を⽣活や職業 

に実践しようとした。とポール・ハリスの⾔葉を 

紹介しましたが、このロータリーのロータリー之原點 

ではロータリーが誕生した１９０５年に出されたのマックス・ウェーバーの「プロ



テスタンティズムの倫理と資本主義の精神」やジャン・カルヴァンが唱えた「予定
説」等の説明もあり⼤変興味をそそられました。 
この本の裏表紙には 

蒼天一炷香 

青い大空の下・広い野原の中に 1 本の 

線香が立っている・たった 1 本の細い小さな 

線香・誰も気付かず通りすぎてしまう 

然しあたりに何かいゝ匂いが漂っている・・・ 

誰一人見向いてくれなくても線香は独りひっそりと燃え続ける 

そしてかすかにいゝ香りを残して消えてゆく・・・ 

が書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度中村委員長が言われる「ロータリーの目的」「ロータリーの歴史」を皆さん

一緒に考えていただければと思います。 

国元に帰るために芭蕉を訪れた森川許六に、芭蕉は空海の言葉を引用して次の 

ように話しています。「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」と 

これを中野孝次氏の言葉を借りれば歴史を学ぶとはただ単に歴史を知る事だけ

ではありません。歴史を学ぶとは、その時代を共に生きることであり、その人と

一緒に考え、価値観を共有することだと 

ロータリーの歴史やクラブの歴史を学ぶ事によって、創立時の人たちの気持ち



を共有すること、そして歴史を共有することにより新しく入会された会員の皆さ

んもひとつの価値観を共有することができると思います。 

先輩達が残してくれたロータリーの遺産に気づき、そしてその精神を汲み取っ

てクラブ運営に活かしていければ三宅会長の「役に立つロータリー、ためになる

西クラブ」となるのではないでしょうか。 

ご静聴ありがとうございました。 

                             赤西 弘光 


