
 

 

2020 年 8 月 19 日 【第 1181 回】 

8 月 19 日の卓話 8 月 5 日の出席率 8 月 26 日の卓話 

 

 

移 動 例 会 

「らいおんはーと子供食堂」 

 

会員在籍者数       50 名 

会員出席者数       45 名 

会員欠席者数     5 名 

本日の出席率     90.00％ 

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 伊藤丈史様 

 

≪東京臨海 RC 創立 27 周年記念例会≫ 

<東京臨海・東京臨海東・東京臨海西 3RC 合同例会> 

2020 年 8 月 5 日（水）12：30-14：00 

東武ホテルレバント東京 4 階「錦の間」 

東京臨海 RC 第 1180 回例会 

東京臨海東 RC 第 1110 回例会 

東京臨海西 RC 第 39 回例会 

 
司会：勝間田 SAA 委員長 

■点鐘：東京臨海 RC  佐久間裕章会長 

    東京臨海東 RC 石井敏子会長 

東京臨海西 RC 飯塚憲貴会長 

（佐久間裕章会長） 

皆さんこんにちは本日は、コロナ禍、大変な中、こ

うしてたくさんの皆様がお越しいただきました事を、

心より御礼申し上げます。ありがとうございます。

本日入会申し込みを書いていただいた蛇田様ありが

とうございます。これで公約通り 50 名体制になるこ

とができました。これもひとえに皆様のおかげでご

ざいます。それでは今日 1 日短い時間ではございま

すが皆様よろしくお願いいたします。創立 27 周年記

念例会（第 1180 回）を開催いたします。 

 

■国歌斉唱「君が代」 

：ソングリーダー： 東京臨海 RC 伊藤副委員長 

 皆さんこんにちは、もう今期出番は無いかと思って

たんですけど、今日初めてソングリーダーを務めさ

せていただきます。皆さん今日は発声無しというこ

となので、心の声が漏れる位気持ちを込めていただ

きますようお願いします。 

 

■ロータリーソング 「奉仕の理想」           

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC バージョン唱和 

：東京臨海 RC 佐藤大輔副会長 

 みなさま改めましてこんにちは。副会長初仕事がよ

うやく回って参りました。皆様大きな声でお願いい

たします。 

 
■来賓紹介：東京臨海 RC 佐久間裕章会長 

◇東京江戸川ロータリークラブ   

会長  後関和之様 

副会長 久保  克様 

幹事  岩楯信一様 

◇東京臨海東ロータリークラブ   

会長  石井敏子様 

副会長 今西  勇様 

幹事  長島和子様 

◇東京臨海西ロータリークラブ   

会長  飯塚憲貴様 
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副会長 西野充英様 

幹事  大星太郎様 

◇ゲストスピーカー 元ガバナー補佐 斉藤 実様

（当クラブ元会長） 

■ビジター紹介：酒井会員 

 虻川良太郎様（入会候補者） 

 秋田将宏様（入会候補者） 

 高吉寿尋様（入会候補者） 

 山口幸一様（東京城東 RC） 

 山田麻美様（東京臨海東 RC 入会予定者） 

 
■東京臨海 RC 会長挨拶：佐久間裕章会長 

 皆様、改めまして本日はお集まりいただきましてあ

りがとうございます。我々東京臨海 RC は今年で 27

周年を迎えることができました。これもひとえに先

輩諸兄の皆様や親クラブの皆様、またクラブの皆様

にサポートして頂きまして、このようなクラブを作

ることができました。今年に関しては、初年度、年

度始めの公約通り50名体制が本日をもって7名の入

会式が、この後ありますので 50 名体制で明日から東

京臨海 RC は邁進していこうと思っております。また

本日 3 名の入会希望者がいらっしゃるということで、

東京臨海 RC は設立して 2 年目に 60 名体制というこ

とがあったんですけども、それに近づけるように皆

様のお力をいただきながら今後も邁進していく所存

でありますので、皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。先輩諸兄の皆様におかれましては、新しく入

ってきた会員がいっぱいいらっしゃいますので是非、

御教授、御指導、御鞭撻いただきたいと思いますの

で、どうぞ 1 年間よろしくお願いいたします。結び

になりますが、皆様の会社の発展と、御健康と御健

勝を祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきま

す。本日は誠にありがとうございます。 

■来賓祝辞 

東京江戸川 RC 会長 後関和之様 

皆さんこんにちは。今日は 27 回目の記念例会にお招

きいただきまして本当にありがとうございます。今

日は 3 人で参りました副会長の久保と幹事の岩楯で

ございます。せっかくの事ですので十分に楽しませ

ていただきたいと思います。今年はちょっと、いろ

んな事で異常なんですが、とにかく今年の会長は「ロ

ータリーの扉を開こう」というテーマを掲げており

ます。去年の会長は、「ロータリーは世界を繋ぐと」

いうテーマでやってます。2 年続けて人を掴むと言

うことを非常に大切にしようと考えているんだと思

います、今のロータリーの考え方はそういうところ

だと思います。そして前回も感じたんですが今日こ

こに来させていただいて、このクラブは若い人が非

常に多い、これは僕らにとってすごく羨ましい話で、

良いなというふうに思います。ただ残念なことに、

コロナで人と会って楽しむというか、みんなで力を

出し合うという機会がどんどん失われていくような

気がしますが、とにかく本当に困った時に仲間を増

やして、そしてその仲間たちを助け合うというのは

RC の始まりの事だったろうと思います。そういう意

味では今大変な時代なんですけれども、こういう若

い人たちの力を交えて先へ進めたら本当にいいなと

思います。江戸川のクラブは年寄りがたくさんいま

す。年寄りも知恵を持ってますんで、若い人の知恵

と年寄りの知恵を合わして上手に、この難局を乗り

切って行けたらと思います。またお手伝いをしてい

ただいたり、一緒にやることもあると思いますので、

その時はよろしくお願いいたします。本当に今日は

おめでとうございます、ありがとうございます。 

 

東京臨海東 RC 会長 石井敏子様 

今日は創立 27 周年記念例会おめでとうございます。

今日は今西副会長、長島幹事の 3 名で参加させてい

ただきました。懐かしく東京臨海 RC 様の 10 年前の

会員名簿を拝見しておりました。今私どものクラブ

も人数が少なくなって大変な時期なんですけども、

いろんな時期を経て今は 50 名ということで、大変活

動なされているという事は私ども子クラブにとって

も手本にすべきところであり、そしてコロナという

世界で初めて数ヶ月で世界の人たちの生活を根底か

ら狂わせる、こういう事態の中でこのような立派な

例会をなされました事は非常に喜びに耐えません。

私は 3 回のパスト会長でありガバナー補佐でもあり

ました高松様のご紹介をいただきまして当クラブに

入りましたが、その時から、皆様よりご指導をいた

だいております。貴クラブは会員増強ということで

50 名になり地区各委員会、奉仕活動、本年度佐久間

会長、佐藤副会長、坂本幹事のもとで、どれほどの

活躍がなされるかと私どもも期待しております。そ

して私どもクラブも今年 25 周年を迎えるにあたり

まして、益々の御指導、御支援をいただきたく宜し

くお願いいたします。本日は誠におめでとうござい

ます。 

 
東京臨海西 RC 会長 飯塚憲貴様 

皆さんこんにちは。本日は東京臨海 RC の皆様、創立

27 周年誠におめでとうございます。そして 3周年の

東京臨海西 RC 当クラブの会員 3人、このような大規

模の例会にお招きいただきまして誠にありがとうご

ざいます。私も 5年前 2015 年の 6月に、こちらの臨

海 RC に入会させていただきまして 3年半の後、臨海

西 RC に移り本年度会長をやらせてもらっておりま

す。本当に入会当初は私が入って良いものなのかと、
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周りも多分、半信半疑だったところもあると思うん

ですけれども、ロータリアンとして成長はすごく大

きくありました。そして本年度会長をやらせてもら

って 1 ヵ月経ちましたけどロータリアンとしての成

長というものかなり大きいと実感しております。や

はり、これは RC 価値でありまして、みなさんの周り

の経営者も本音でいろんな相談をする方もいらっし

ゃいませんし、本音で悩み事をお話しする方もいな

いと思います。そしてレベルの高い経営者に囲まれ

ることもないと思いますので、それこそが新しい RC

を増強する、拡大する本当の意味かなと思っており

ます。115 年前アメリカでの恐慌がありまして、そ

れが RC を作ったきっかけと聞いております。そして、

このコロナの状況、危機に陥っている中、佐久間会

長をはじめとして臨海 RC の皆様は 50 名の目標を 2

ヶ月で早くも達成してしまいました。本当にそれに

関してはすごく刺激を感じております。私たちも 40

人必達ということでがんばっておりまして、先ほど

1 人午前中、入会申し込みを書かせてきました。本

当に刺激を受けておりますので、切磋琢磨して早く

40 名に達成して臨海 RC に追いつけるように頑張っ

ていきたいと思いますので、ご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。本日は誠におめで

とうございます。ありがとうございました。 

 
■乾杯：東京臨海 RC 佐藤正樹直前会長 

 このコロナ禍の大変な中、親クラブ後関会長はじめ

とする三役の皆様、臨海東 RC 石井会長を始めとする

三役、そして会員の皆様、飯塚会長を中心とする臨

海西 RC の皆様、本当にお忙しい中、我々の新たな船

出に、これだけ多くの方々にご参加いただき改めて

感謝いたします。本当にありがとうございます。今

日これから入会式が執り行われます。先ほど臨海東

さんにも 1 名入られたとうことで改めておめでとう

ございます。臨海 RC だけではなく RC は素晴らしい

団体だと私自身思っておりますし、素晴らしい方が

たくさんいらっしゃいます。その中で一緒に学び切

磋琢磨し、そして 1 つでも多く社会の皆様にお役に

立てるような活動を皆さんと一緒にしていければ嬉

しいというふうに思っています。親クラブの皆様、

臨海 3 クラブの皆様の今年度新たな門出を心より祝

しまして乾杯にてご唱和よろしくお願いいたします。 

 

■会長報告：佐久間裕章会長 

・東京江戸川 RC 様・東京臨海東 RC 様・東京臨海西 RC

様よりお祝い金を頂戴致しました。ありがとうござ

います。 

 

 

・入会式（7名） 

 
 

◆新会員：原 達徳（はら ひろのり）様 

①職業分類：鋼材卸売業 

②推薦者：佐久間裕章会員・坂本康朋会員 

③カウンセラー：大澤成美会員 

④所属委員会：親睦活動委員会 

 皆さんこんにちは江戸川区大杉の地で鋼材卸売業を

営んでおります。こちらのクラブで勉強させていた

だきたいことがたくさんございます。皆様どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 
 

◆新会員：相澤圭太（あいざわ けいた）様 

①職業分類：内装デザイン業 

②推薦者：佐久間裕章会員・坂本康朋会員  

③カウンセラー：村社 研太郎会員 

④所属委員会：社会奉仕委員会 

 皆様こんにちは。中野坂上で店舗住宅のデザイン、

施工管理をやっております。今回佐久間会長にご紹

介いただきまして RC に入会することになりました。

まずは一年間皆様にご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。 
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◆新会員：山上卓也（やまかみ たくや）様 

①職業分類：架設足場工事業 

②推薦者： 佐久間裕章会員・坂本康朋会員 

③カウンセラー：本多信雄会員 

④所属委員会：社会奉仕委員会 

 皆様こんにちは僕は栃木県の方で足場工事、架設工

事を行わせていただいております。今年 27 歳になり

ます。佐久間会長には公私ともにお世話になってお

ります。今日から 1年間、まずこの臨海 RC で人間性

とか経営とかいろいろなノウハウを学びながら 1 年

間一生懸命頑張っていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 
 

 

佐久間裕章会長 

紹介挨拶 

原達徳君は青年会議所の江戸川支部会、今年度の委

員長を務めております。2年ほど前から RC に入れ入

れと、ずっと耳元で囁いていた結果今年度入会して

いただきました。彼は私と同い年でして、今後楽し

い RC ライフが皆様と一緒に送れると思いますので、

是非皆様よろしくお願いいたします。相澤圭太君は、

まだ彼は 29 歳でして内装の設計デザインをやって

おります。栗山パスト会長の横浜支店の 2 階の内装

をデザインしたのは相澤君でございます。こういっ

た建築の流れで今回 RC に入会していただけました。

山上卓也君は、彼は 27 歳、最年少の入会者でござい

ます。本来であれば青年会議所の方へ入会させたい

ですけども向こうよりも、この RC の方がマッチして

いるからと私の方で判断させていただきまして、入

会していただきました。相澤君と山上君に関しては

「活気ある建設業界にしようと」いう団体で知り合

って、初めて付き合った場所が温泉旅行で、その組

合で、そこで二人にすごく説明したことを今でも覚

えております。商売においても、すごくやる気のあ

る 3名ですので皆様と RC ライフ、職業奉仕、社会奉

仕と、一緒に共に切磋琢磨できればなと思いますの

で皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆新会員：今井 博（いまい ひろし）様 

①職業分類：電気工事業 

②推薦者：村社研太郎会員・本多信雄会員 

③カウンセラー：髙橋映治会員 

④所属委員会：職業奉仕委員会 

 皆さんこんにちは。江戸川区鹿骨で電気工事をやっ

ております。社会奉仕と言うところに興味が湧いて

入会させていただきました。平均年齢をちょっとあ

げちゃってる気がしますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 
村社会員 

紹介挨拶 

私の先輩である今井さんがこの度やっと入会してく

れました。今井さんとの出会いは今井さんの義理の

弟が私の同級生で、その伝で知り合いになりました。

一緒に仕事をしながら 2 年ほど前から、その後、法

人会に入ってもらってずっと口説いてたんです。栗

山パスト会長にもある飲み屋さんで口説いてもらっ

て、このクラブに入らなかったら損だよ、くらいに

言ってもらってやっと今井さんは決意してもらった

という流れです。 

 

◆新会員：福田義正（ふくだ よしまさ）様 

①職業分類：床仕上工事業 

②推薦者：伊藤丈史会員・高橋映治会員 

③カウンセラー：斉藤 実会員 

④所属委員会：ＳＡＡ委員会 

 佐久間会長、伊藤丈史さん、ありがとうございます。

臨海 RC の経営者、先輩方ありがとうございます。

内装仕上げ工事の床の施工会社をやっております。

皆さん、先輩経営者の、この RC 愛をすごい感じま

した。この愛を皆さん自社に、自身の成長と自社の

発展と地域の発展、社会の発展に繋げられればと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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◆新会員：米衛純二（こめえ じゅんじ）様 

①職業分類：ビルメンテナンス業 

②推薦者：伊藤丈史会員・佐久間裕章会員 

③カウンセラー：佐藤正樹会員 

④所属委員会：ＳＡＡ委員会 

 皆様こんにちは。ビルメンテナンス業をやっておりま

す。佐久間会長より、ご紹介の方をいただきましたけ

ども、もともと前職にて沢山沢山お仕事をいただいて

おりまして元請け、下請けという立場もございました。

今回、私が独立をしまして約 1 年間疎遠になってたん

ですけども伊藤会員の方から RC の入会をご紹介さ

れてまして、またこのような形で佐久間会長と一緒に

活動させていただけることになったことを、皆さんに御

礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。

ここ何回か参加させていただきながら多くの気づきと、

発見と学びをいただいております。今後もそういった

気持ちを忘れずに活動の方をしていきたいと思いま

すので、御指導、御鞭撻の方をよろしくお願いいたし

ます 

 
 

◆新会員：金城健二（きんじょう けんじ）様 

①職業分類：内装仕上工事業 

②推薦者：伊藤丈史会員・坂本康朋会員 

③カウンセラー：杉浦孝浩会員 

④所属委員会：ＳＡＡ委員会 

 お世話になります。このたび入会にあたりご承認い

ただきありがとうございます。また、このような素

晴らしい入会式に参加できた事に光栄と思っており

ます。ありがとうございます。私は江戸川区葛西で

内装工事をやっております。RC の事は何もわかって

ないので、とにかく全て例会は参加していこうと思

っております。また共に学んでいきたい経営者を紹

介していきたいと思っております。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 
伊藤会員 

紹介挨拶 

3 人とも「建設業界を元気にしよう」と、建設業界か

ら日本を元気にしようという「建設職人甲子園」とい

うところで 4 年ほど御一緒させていただいたメンバ

ーです。金城さんは葛西の方で内装仕上げ業をやって

おりまして、自分自身で立ち上げてすごい勢いのある

経営者でして次のステージに一緒に行きたいなと思

ってご紹介させていただきました。福田さんは江戸川

区の小岩の方で床を仕上げる仕事をやっているんで

すけども彼は代表取締役を去年継いだばかりで経営

者として 1年目で、これから次のステージに一緒に行

くのに高みを目指していけるような仲間と一緒にや

りたいなということでご紹介させていただきました。

米衛さんはちょっと場所が遠くて国分寺の方なんで

すけども彼は創業してまだ 1年なんです。1年目にし

て 7千万円という売り上げを立てて、これからどんど

んどんどん成長していこうという清掃業を主にされ

ているんですけども、これから一緒にともに 3人で勉

強していきたいなという思いでご紹介させていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

   

 
 

・鈴木孝行会員へ、クラブ基金功労者第 18 回感謝状を
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贈呈致します。 

 
■幹事報告：坂本康朋幹事 

・当クラブ次週 8月 12 日は、例会は休会です。 

・当クラブ 8月 19 日は、らいおんはーと子ども食堂で

の移動例会です。（周知のとおり、延期となりまし

た。） 

・9月 23 日（水）に 3クラブ合同の親睦ゴルフコンペ

を行いますので参加者の方々は宜しくお願い致し

ます。 

・東分区懇親ゴルフ大会は、10 月 14 日（水）千葉 

カントリークラブ野田コースにて開催されます。 

参加の有無を 8月 25 日（火）までにご連絡下さるよ

うお願い致します。 

・8月のロータリーレートは、1ドル＝105 円です。 

・本日例会後、理事役員会を 3 階「藤・菊の間」にて

開催致します。 

 
■委員会報告 

・佐藤正樹直前会長 

 7 月 29 日に前年度（2019-20）の会計監査が終了し、

8 月 31 日会員皆様へ決算報告書をメール送信致しま

した。 

 

■出席状況報告：寺田会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

 
■ニコニコ BOX 報告：櫻田委員 

(ご意向)3 人でまいりました。本日はおめでとうござ

います。：後関和之様（東京江戸川 RC） 

(ご意向)27 周年、おめでとうございます。：羽鳥様（東

京臨海東 RC） 

(ご意向)東京臨海 RC の皆様、本日は、27 周年記念例

会おめでとうございます。今後も宜しくお願い致し

ます。：栗山様（東京臨海西 RC） 

(ご意向)佐藤正樹前会長、杉浦前幹事、先日はありが

とうございました！：池田佳寿光様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)合同例会、お世話になります。：中川剛様（東

京臨海東 RC） 

(ご意向)本日は、当クラブ創立 27 周年記念合同例会に

参加頂きありがとうございます。臨海東 RC・臨海西

RC の方々も本日はありがとうございます。：佐久間

裕章会長、佐藤大輔副会長、坂本康朋幹事、榎本会

員、本多会員、山田会員、小林会員、舛本会員、柴

田会員、白幡会員、内海会員、篠塚会員、大西会員、

大澤会員、白井会員、岩楯会員、佐久間栄一会員、

入澤会員、小松会員、髙橋会員、井上会員、勝間田

会員、杉浦会員、坂本秀夫会員、田村会員、寺田会

員、村社会員、須藤会員、伊藤会員、酒井会員、田

中会員、地引会員、尾身会員、櫻田会員 

(ご意向)本日は、「ロータリーの歴史と基本 その 1」

というタイトルで卓話をさせて頂きます。宜しくお

願いします。：斉藤実会員（元ガバナー補佐） 

 

※東京江戸川 RC 様・東京臨海東 RC 様・東京臨海西 RC

様よりお祝い金を頂戴致しました。 

 
 

■卓話  

「ロータリーの歴史と基本 その１」 

 元ガバナー補佐・当クラブ元会長 斉藤 実様 

 
 皆様、あらためましてこんにちは。時間調整には一

番良い卓話者を選んだのかなと思います。先ずもっ

て、東京臨海 RC 創立 27 周年記念例会、誠におめで

とうございます。また、今日は新入会員 7 名が入会

して頂いて、重ねておめでとうございます。良いク 

ラブに入って良かったと言われるように皆さんと協

力して頑張っていきたいと思っております。新しい

会員も増えてきましたのでロータリーの歴史と基本 

その１、ということでこういうタイトルで御話をし

たいと思います。イギリスの首相で政治家であり軍

人でもありロンドンロータリーのメンバーでもあっ

【38 件 181,000 円 今年度累計 522,000 円】 
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たウィンストン・チャーチルの言葉に、「歴史を知ら

ずして 現在未来を語ることなかれ」とあります。 

我々が歴史を学ぶのは、単に過去を追憶するためで

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、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。 

 

ロータリーの誕生とその成果 

◇1905 年（明治 38 年） 

今から約 115 年前、当時のアメリカは経済恐慌で人

身はすさみ犯罪は巷に満ち溢れていた。これに憂え

たシカゴの一青年弁護士のポール・ハリスは当時 37

才でした。当クラブ佐久間会長も同じ 37 才です。良

い社会を作るためには、人の和を図り世の中に奉仕

する気持を多くの人が持つようになる事が大切だと

考えました。まず自分の客である石炭商のシルベス

ター・シールと鉱山技師のガスターバス・ローアと

相談し、次に洋服屋のハイラム・ショーレーと 2 月

23 日大変寒い日の夜、ローアの事務所（シカゴ市内

のユニティビル 7F）に 4人が集まりポールのアイデ

アや理想を語り合った。（エバンストーン RI 事務所

ビル 3F 本部にて再現されている。）第 2 回目の会合

には、印刷屋のハリー・ラグルスも参加して、ここ

にそれぞれ違った職業の人達による社交クラブが誕

生しました。これが今では世界 200 ヶ国 120 万人

の会員をも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名付けられた。

会場もクラブが大きくなるに従ってレストラン等に

定着する様になりましたが、役員はすべて任期１年

で交替するという基本原則は今でも守られている。

また、普通の弁護士を中心に、決して高学歴の持主

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よう

ですが、本来、ロータリークラブは、エリートと呼

ばれる人達を集めて作った組織ではなく、ロータリ

ー運動を通して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、保険をかけたりす

る時は、まず会員に頼む。会員からの注文は、親兄

弟から頼まれた様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 

わずか 2 条からなる簡単なものでした。しかし、自

分達だけの利益を計るクラブでは将来性がない。 

第 3条 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） 

アーサー・シェルドンとチェスリー・ペリーが入会

しました。シェルドンが提唱した経営の科学とは、

奉仕の科学である。「最もよく奉仕する者、最も多く

報いられる」 「超我の奉仕」職業奉仕の概念が始ま

る。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。 

◇1917 年（大正 6年） 

これに反して、テキサス州ヒューストンの会員であ

るメルビン・ジョーンズという人が、奉仕の実践と

は、抽象的、観念的な道徳論ではなく、今様々な面

でお金を必要としている人達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。ライオンズ

クラブという奉仕団体を設立した。またこの年に、

アーチ・クランフがロータリー財団を設立した。ア

イサーブを唱える RC に対してウィサーブというラ

イオンズクラブが誕生しました。また、この年にア

ーチ・クランフがロータリー財団を設立しました。 

◇1920 年（大正 9年） 

東京ロータリークラブが創立。10 月 20 日チャータ

ーメンバー24 名が集まり、丸の内銀行クラブで創立

総会が開催され、世界で 855 番目のクラブとして誕

生した。スポンサークラブはダラスロータリークラ

ブで、初代会長 米山梅吉、幹事に福島喜三次がなっ

た。三井物産、日本郵船、日興証券、清水組、三井

銀行、三越、芝浦製作所など財閥、大企業の社長、

役員で構成された。２番目に大阪ロータリークラブ、

次に神戸、名古屋、京都、横浜にでき、まだ当時日

本の統治下にあった朝鮮、台湾さらに満州国に大連

RC も設立された。昭和１５年には、45 クラブ、2000

名を数える会員がいました。 

◇1923 年（大正 12 年） 

関東大震災が起る。 東京ロータリークラブに多額

の見舞金が贈られる。RI のチェスリー・ペリーから

25,000 ドル、世界の 503 ロータリークラブから

25,000 ドルを含む合計 89,800 ドル、今の金額にす

ると？20～30 億円、東京クラブのロータリアンに大

きな影響を与え、ロータリーの奉仕を本格的に学ぶ

ことになる。 

◇1923 年（大正 12 年） 

セントルイスでの国際大会で採択された決議 23-34

です。「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」また、「奉仕するものは活動

しなければならない、ロータリーは単なる心の持ち

方でなく、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ならない。」(セ

ントルイス宣言)☆RC にテストがあれば必ずでる問

題です。 

◇1930 年（昭和 5年）シェルドン退会する。 

◇1932 年（昭和 7年） 

破産寸前のアルミニウム会社の再建を引き受けた。 

ハーバート・テイラーは、すばらしい経営方針を立て
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見事に会社を再建させました。それが「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 

 

今でも多くのクラブが唱和しております。 

 

◇1936 年（昭和 11 年） 

大阪 RC で初めてニコニコＢＯＸが実施されました。 

クラブによってはスマイル BOX とも言う社会奉仕活 

動に使う。 

 

◇1940 年（昭和 15 年） 

太平洋戦争が勃発したため、解散しなくてはいけな

い状況になりましたが、戦時下にあってもその精神

と組織は失われず東京水曜クラブと改名して例会は

続けられたそうです。よって今年 2020 年は東京ロー

タリークラブの 100 周年、日本のロータリーの 100

年目になります。（東京 RC100 周年記念例会は、コロ

ナウイルスの影響で中止、クラブ内の会員、家族の

行事となりました。）  

 

◇1946 年（昭和 21 年） 

4 月 米山梅吉 79 才逝去  

9 月 福島喜三次 逝去 

 

◇1947 年（昭和 22 年） 

1 月 ポール・ハリス 79 才逝去 

◇1949 年（昭和 24 年） 

日本のロータリーが国際ロータリーに復帰する 

◇1952 年（昭和 27 年） 

米山梅吉の功績を称え、東京ロータリークラブが、

米山奨学事業を立案、米山基金開始、翌年タイのソ

ムチャード君が奨学生第 1号として来日 

☆当クラブ 10 名ホスト 

◇1953 年（昭和 28 年） 

「ロータリーの友」が創刊される 

◇1961 年（昭和 36 年） 

東京にて国際大会が初めて開催される （74 ヶ国

23,366 人） 

☆第 52 回大会 晴海国際見本市センターにて 

◇1962 年（昭和 37 年） 

インターアクト発足 （12 才～18 才までの学生対象） 

☆関東第一高校（江戸川 RC）、愛国学園（東江戸川

RC）、安田学園（東京東 RC） 

 

◇1964 年（昭和 39 年） 

東京オリンピック開催される 

◇1968 年（昭和 43 年） 

東ヶ崎潔（東京ロータリークラブ所属） 日本で初

めての RI 会長 

◇1969 年（昭和 44 年） 

ローターアクト発足 （18 才～30 才までの青年男女

（将来のロータリアン）） 

◇1974 年（昭和 49 年） 

青少年交換留学生制度始まる （海外留学する機会

が与えられる） 

☆当クラブ 6名派遣、6名受入れ 

◇1978 年（昭和 53 年） 

東京にて 2回目の国際大会が開催される （95 ヶ国、

40,155 人） 

☆第 69 回大会 国立代々木体育館 昼夜 2回 

◇1979 年（昭和 54 年） 

フィリピンでポリオ予防接種を開始 

保険、飢餓追放および 人間性尊重プログラム RI

の 3H プログラムの第 1号 

☆600 万人の子供 

◇1981 年（昭和 56 年） 

比国育英会バギオ基金設立 

◇1982 年（昭和 57 年） 

向笠廣次（大分県中津ロータリークラブ所属） 日

本で 2人目の RI 会長 

◇1986 年（昭和 61 年） 

米国最高裁にて女性会員の入会を認める 

※30 年前は RC に女性は入会できなかった 

◇1994 年（平成 6年） 

東京臨海ロータリークラブ誕生。RI 会長 ビル・ハ

ントレー“友達になろう 

Be a Friend” スポンサークラブ：東京江戸川ロ

ータリークラブ 

☆小久保ガバナー、増田地区幹事、田口会長、長尾

幹事 

◇1995 年（平成 7年） 

元ロータリー財団奨学生 緒方貞子さん RI 国際理

解賞を受賞 

◇2004 年（平成 16 年） 

大阪で国際大会開催される（日本で 3 度目・112 カ

国、45,595 人） 

☆第 95 回大会 大阪ドーム球場 

◇2009 年（平成 21 年） 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金 法人化にする 

・マイクロソフト創立者であるビル・ゲイツ氏がポリ

オ撲滅のため、ゲイツ財団から 7億 5,500 万ドルを国

際協議会にて寄付を表明 

◇2012 年（平成 24 年） 

田中作次（埼玉県八潮 RC 所属） 日本で３人目の

RI 会長誕生 

◇2014 年（平成 26 年） 

ロータリーの行動規範 

※４番目ロータリーやほかのロータリアンの評判を

落とすような言動は避ける。 

 仲間の足を引っ張らないようにしよう 

◇2016 年（平成 28 年） 

ロータリーの目的 

◇2019 年（平成 31 年） 

ドイツ・ハンブルグにて国際大会 

◇2020 年（令和 2年） 

ハワイ・ホノルルでの国際大会はコロナウィルスの
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影響で中止 

☆来年は台湾台北、次はテキサス州ヒューストンに

て開催予定 

 

■ロータリーとは一言でいえば、利他の心を養い、人

を育てるとともに献身的な奉仕活動を行う世界的な

団体です。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

■点鐘：東京臨海西 RC 飯塚憲貴会長 

東京臨海東 RC 石井敏子会長 

東京臨海 RC  佐久間裕章会長 

 


