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 10月10日  卓話　
　　　　　 米山記念奨学学友委員会
 10月17日  ビデオ上映
 10月24日  親睦旅行に振替
 10月31日  卓話　川口RC
　　　　　　　　　岡村睦美様
　　　　　 　　　　 （時間変更）

　北本ロータリークラブ合同例会
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　合同例会の会長挨拶をさせて頂きます。第2770地区ガバナー補佐星
野一雄様、北本ロータリークラブ会長吉田幸夫様また北本ロータリー
クラブの会員の皆様、ようこそお出で頂きありがとうございます。
　END POLIOの街頭募金活動、お疲れ様でした。今日は、国際ロー
タリーのポリオ撲滅活動について振り返ります。ロータリージャパン
のHPによると、’79年9月にフィリピンで生後3ヵ月～36ヵ月の子供た
ち約600万人に対して5ヵ年計画のポリオ免疫活動を始めました。’85
年、国際ロータリーでは、創始80周年に当たって「ポリオ・プラス計
画」を発表。日本では募金総額40億円を目標として、’86年7月から5
年計画のポリオ・プラスの募金キャンペーンが始まりました。日本中
のロータリアンが積極的に取り組み、’91年6月までの5年間で、目標額
を超える約49億円を集めることができました。国際ロータリーでは’86
年6月までの3年間で2億4,700万ドル（約270億円）を集めました。こ
れは目標の2倍に相当します。’88年、国際ロータリーは世界保健機関
（WHO）、ユニセフ、アメリカ疾病対策センター（CDC）と共に、
世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の発足に携わりました。以来、世界
でポリオ感染数は99％減少し、毎年35万件あった感染は、’12年にわ
ずか223件にまで減少しました。現在も感染が続いている国は、アフガ
ニスタン、ナイジェリア、パキスタンの3か国です。国境を超えほかの
国のウィルスが流入して感染が広がる可能性があるため完全な撲滅ま
で予断を許さない状況です。’07年11月26日、国際ロータリーは、ビ
ル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と協力して、世界ポリオ撲滅に必
要とされる2億ドルを投入することを発表しました。ゲイツ財団から1
億ドルの補助金を受領したロータリー財団は、この時点から3年間に同
額の資金を調達するための募金活動を行っていくことになりました。
’09年1月、ゲイツ財団は国際ロータリーにさらに2億5,500万ドルの寄
付を行いました。国際ロータリーはこれを受け’12年までにさらに1億
ドル、’07年にスタートしたものと合わせて2億ドルの資金を集めるこ
とを表明し「ロータリー2億ドルのチャレンジ」と称して、6月を待た
ずに目標額を達成。ゲイツ財団は、この実績に対しさらに5,000万ドル
を国際ロータリーに寄付しました。’13年6月、国際ロータリーとゲイ
ツ財団は、ポリオ撲滅を支援するパートナーシップの拡大を発表。今
後5年間、国際ロータリーがポリオ撲滅に寄せる寄付に対し、ゲイツ財
団が2倍の額を上乗せするというものです。このパートナーシップを通
じて最高額5億2,500万ドルの資金を確保できることになります。ロー
タリーがこれまでにポリオ撲滅活動で寄付した総額は12億ドルに上が
ります。この様に、世界中のロータリアンが、全ての子供たちにワク
チン投与するため努力を続けています。皆様のご協力をお願いします。
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関口　和夫会長

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
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事務所　　〒362-0035　埼玉県上尾市仲町1-8-31　新和エクセルビル303
ＴＥＬ/ＦＡＸ　048-775-7788　　

出席　　会員数　　３５　　　出席数　　2６
欠席　　欠席数　　  9　　　（％）　　74.29

前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　　3
修正（％）　 　91.43 　　　　  （Ｍ・Ｕ）     12

ること。第2．世界のすべての商業中心地にロータリーク
ラブを結成するように奨励推進すること。第3．既存ロー
タリークラブの活動と、在籍する会員および地域社会に
対するこれらクラブの価値とを研究し、その結果得られ
た情報を全ロータリークラブのために明示すること。第
4．広い友愛精神と、各国各都市の事業および専門職種
に従事するロータリアンと加盟クラブ間の利益の調和と
を推進すること。片やロータリークラブの綱領としては、
　第1．すべての合法的職業は尊重されるべきであると
いう認識を深め、かつ各会員の職業を社会への奉仕の
機会を提供するものとして品位あらしめること。第2．事
業及び専門職務の道徳的水準を高めるよう奨励するこ
と。第3．構想や事業運営方法の交換によって各会員の
能率を増進すること。第4．奉仕の一つの機会として、又
成功への道として情理ある交友関係を推進すること。第
5．公共の福祉に対する会員各自の関心を促し、かつ市
の発展のために他の人 と々協力すること。クラブの綱領
は、私たちの現在のロータリーの目的・綱領に近づいて
いる気がしますが、まだここには国際奉仕、親善と平和
の推進という言葉が一切載っていません。そしてロータ
リークラブは200クラブまで増大したとき初めて地区制
度が敷かれたと記録に残っております。それに伴って今
までバラバラに行われていた各クラブの管理運営を統
一するために1915年、標準クラブ定款および互換クラ
ブ細則が採用されるとともに、国際ロータリークラブ連
合会の綱領およびロータリークラブの綱領の一部が改
正されました。1915年、サンフランシスコ大会、道徳律、

倫理が制定・発表されております。アーサー・フレデリッ
ク・シェルドンが、「最もよく奉仕する者、最も多く報いら
れる」という発言をして、そのような内容も含まれて国際
ロータリークラブ連合会の綱領が改正されました。
1918年、カンザスシティー大会に於いては、国際ロータ
リークラブ連合会の綱領のみが改正されました。1919
年のソルトレイクシティ大会で同時にロータリークラブ
の定款が改正され、ロータリークラブの綱領が連合会
の綱領に統合され一本化されました。1921年エジンバ
ラ大会で、アメリカ本土を離れて大会が開催されたこと
を記念して綱領第４条に国際奉仕に関する条文が加え
られました。1922年のロサンゼルス大会に於いて国際
ロータリークラブ連合会が国際ロータリーとして名前を
改めました。1927年オステンド大会でイギリスの会員が
提案した四大奉仕の原則が認められて、1935年メキシ
コシティ大会で綱領が変更されました。内容は現在の
綱領とほぼ同じですが、タイトルの原文が「objects of 
Rotary」と複数形であることから、このロータリーの綱
領は前文と４箇条の本文から成り立っていると解釈す
る必要があります。1935年の綱領はほぼ現在と同様で
す。そして1951年に開催されたアトランティックシティ
ー大会に於いて国際ロータリー及び標準ロータリーク
ラブの定款が改正され「object of Rotary」と単数形
に改められたことによって、１箇条の本文と４つの付随
項目になり、現在とまったく同じ綱領に変更されたわけ
であります。そして今年７月１日からは「ロータリーの目
的」に変わりました。ご静聴ありがとうございました。

北本ロータリークラブ様との合同例会はたいへん
有意義でした。例会前のポリオ撲滅募金運動ご協
力お疲れ様でした。星野ガバナー補佐、北本RC様、
ご来場いただき、合同例会 ありがとうございました。
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幹　事　報　告

　募金活動、お疲れ様で
した。合同例会に慣れて
おらず会場のレイアウト
などご了承をいただけれ
ばと思います。
◆来月27・28日に会員旅行がございます。出欠の
回答を期日までによろしくお願いいたします。
◆ペットボトルの回収の協力をいただきたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。

齋藤哲雄幹事

委員長報告
親睦活動委員会　古賀　昇委員長

　親睦旅行について　伊
勢神宮への親睦旅行が理
事会で決まりました。今
年は式年遷宮ということ
で20年に１度の行事が行
われます。ぜひ大勢の方
の参加をお願いいたします。

吉田幸夫会長

ビジターゲスト挨拶
国際ロータリー第2770地区　第５Gガバナー補佐　星野一雄様
　皆様こんばんは。先ほ
どはポリオ撲滅募金運動、
ご苦労さまでございまし
た。私もポリオ撲滅募金
運動に参加したのは初め
てですが、小さなお子さ
んからご年配の方まで募金してくださいまして、募
金の場を設定すればさまざまな人がポリオ撲滅につ
いて意識してくださるのだなぁということがわかり
ました。合同例会で、先ほど握手会などもして、北
本RCさんと上尾RCさんとは、おそらく「はじめま
して」という気持ちを含めた握手だったのではない
かと思います。しかし次に会った際には、「しばら
くぶりですね、元気でしたか」という気持ちに変わ
るのではないでしょうか。これが交流の始まりなの
ではないかなぁと思います。このような交流が習慣
になっていただければいいなぁという提案でもあり
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

北本ロータリークラブ会長挨拶

　本日は星野ガバナー補
佐の発案で合同例会が行
われ、有意義な例会がで
きています。私は法律的
なことを齧っておりまして、これからの日本の法治
国家が変わってくるのではないかという、最高裁の
判例がでました。婚姻届けを出していない男女の間
にできる子ども＝婚外子についてです。嫡出子の相
続分の半分というのは差別ではないかという問題が
ありましてね。憲法14条では、すべて国民は法の下
に平等であって人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
て、差別されないという規定があって、この規定に
反するのではないかということで最高裁で争ってい
たわけです。これは現在も民法の900条４号の条文
では、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相
続分の二分の一とし、という但し書きがあって、こ
れは憲法に違反するおそれがあると争われた裁判で、
最高裁判所の大法廷で9月4日に裁判官たちによるほ
ぼ多数決で「違憲である」と決定されました。
1995年の裁判では合憲とされていたのが、社会情
勢の変化を理由に違憲とされたわけです。このよう
にいろいろと法律は変わっていきます。これからも
ニュースに気をつけていると参考になるのではない
かなぁと思います。

卓　話
国際ロータリー第2770地区　パストガバナー　大塚信郎様
　北本RC様、ようこそ。
2009-10年にガバナーを
経験しましたが、そのと
きから月１回は例会で
「ロータリーの綱領」を
唱和してくださいと申し
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の推進でした。1906年4月にガラス製造業のツィー
ドが、シカゴクラブの定款をもって、自分と交流の
ある特許弁護士ドナルド・カーターに入会を勧めた
際、カーターは「社会に利益になることを考える組
織は発展するけれども、自分たちのことだけを考え
ている組織は将来性がありません」と言って入会を
断ったそうです。ハリスは物質的互恵と親睦のみに
終始することに限界を感じていて、カーターの申し
入れを受け入れ、対社会的奉仕活動を示唆する第3
条を追加しました。そしてシカゴ市民のために何か
奉仕活動をしようということでスタートしたのが有
名な公衆トイレであります。定款に市民としての忠
誠という言葉を含む奉仕概念が導入され、その実践
活動の一端として公衆トイレ建設運動に取り組んだ
ものの依然として会員同士の相互取引を中心とした
相互扶助が盛んで、会員同士の取引を発展させ、そ
の結果に一喜一憂する状態が続いたとあります。
　そして1910年8月15日に全米ロータリークラブ
連合会を開こうという運動がありまして、当時全米
にあった16クラブのうち14クラブが集まりまり、
ロータリーの綱領を制定しました。以下が最初に謳
われた綱領です。アメリカ全土に加盟ロータリーク
ラブを結成することによってロータリーの原則を拡
大発展させること。アメリカ全土の加盟クラブの業
務と原則を統一すること。市民としての誇りと忠誠心を
喚起しかつこれを奨励すること。進歩的で尊敬すべき商
取引の方法を推進すること。加盟ロータリークラブの個
々の会員の事業上の利益を増大すること。　まずクラブ
をいっぱい作ってロータリーを強くしよう、それからお
互いに商取引は自分たちのためになるようにしようとい
う、まとめ的な話に捉えることもできます。1912年、アメ
リカ以外の国、カナダにロータリーが拡大されて全米ロ
ータリークラブ連合会という名称は国際ロータリークラ
ブ連合会に変更され、これを機会にロータリーの綱領
が基本的に改正されるとともに、国際ロータリークラブ
連合会の綱領とロータリークラブの綱領とが分離され
ました。1912年、ダルース国際大会に於いて、ロータリ
ークラブ連合会の綱領は以下のようになりました。第１.
ロータリーの原則を標準化してすべてのロータリークラ
ブが地元に適応する範囲でそれを採択するよう奨励す

上げていました。いま、あちこちのセミナーでは冒
頭に綱領が唱和されます。綱領は今年４月１日から
「ロータリーの目的」に変わったのですが、「ロー
タリーの綱領」と「ロータリーの目的」の原文は一
切変わっていませんので、綱領がいつごろからでき
た文章なのか調べてみました。そして最初に書かれ
ているのが“本文”なのか“前文”なのかある一定の結
論を得ることができました。
　ロータリーの目的、綱領からの変遷ということで
お話を進めてまいります。ロータリーが始まった時
代背景は、法さえおかさなければいかなる手段を駆
使しようとも大金を手にした者が成功者として、も
てはやされる、極端ともいえる自由主義経済のもと
でした。大都会で事業を営む実業家にとっては周囲
にいる同業者はすべてライバルであり、わずかな隙
でも見せようものならば、寄って集まって引きずり
落とされるという過酷な競争社会の中で、誰ひとり
として信用できる人はなく、孤独感と、いつこの自
由競争の落伍者になるかという恐怖感に苛まれてい
ました。そんな中にあって胸襟を開いて心から打ち
解け合ってどんなことでも語り合える友人を得るた
めに作られたのがロータリークラブです。従って創
立当初の最も重要な目的は、会員同士の親睦を深め
ることでした。ロータリーの「一人一業種制」に基
づく職業分類制度は親睦を阻害する要素となる同業
者を排除するために設けられた制度であり、やがて
この異業種の組織を擁してお互いの事業を活用した
物質的相互授与によって事業を発展させる方法がと
られるようになりました。
　ロータリーを作ってくれたのは皆さんもご存知の
４名の方々です。ロータリーの第１例会は1905年2
月23日に開かれました。どんどん会員が増えて
1906年1月、ポール・ハリス、マックス・ウルフ、
チャールズ・ニュートンによってシカゴロータリー
クラブの最初の定款が起草された次点ではまだロー
タリーの綱領は存在しておらず、わずか２ヶ条にま
とめられた定款そのものがロータリーの綱領を表し
ていました。シカゴクラブの定款は、シカゴクラブ
の会員の事業上の利益の増大、通常社交クラブに付
随する良き親睦とその他の特に必要と思われる事項


