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ロータリークラブへ
お入りになりませんか？

ロータリーのご紹介



ロータリーは人道的奉仕を行い､ あらゆる職業において高度の道徳的基準を守ることを

奨励し､ かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した実業人および専門

職業人が世界的に結びあった団体です｡

ロータリーの奉仕理念とは他への思いやりの心､ 助け合いの心､ 他人のお役に立つ行い

をしようとする心です｡

ロータリーの目的は､ 価値ある企業活動の基礎として奉仕の理念を奨励し育成するこ

と｡ 詳しくは､ 次の事項を奨励し育成することである｡

第� 奉仕の機会を得るときには､ 交友関係を発展させること｡

第� 社会に奉仕する機会を得るときには､ 企業と専門職が有する高い倫理基準を保ち､

役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し､ そして､ ロータリアン各自の職業

を尊厳あるものにすること｡

第� ロータリアンの一人一人が､ 個人として､ 職業人として､ 地域社会の一員として､

奉仕の理念を実践すること｡

第� 奉仕の理念に結ばれた実業家と専門家の世界的な団体を通して､ 国際理解・親

善・平和を促進すること｡ (東大阪みどりRC翻訳)
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111... ロロローーータタタリリリーーーとととははは

222... ロロローーータタタリリリーーーののの奉奉奉仕仕仕理理理念念念とととははは

333... ロロローーータタタリリリーーーののの目目目的的的とととははは

簡単にいえば､ 自分を磨き人を育て､ 時には慈善行為､ ボランティア活動などを
行う世界的な団体です｡

寛容・慈愛・忍耐
(創始者 ポール・ハリスの信条)

ロータリーの創始者
ポール・ハリス氏

ロータリーの目的は､ それぞれの会員の企業活動の根本に奉仕理念をおいて､ そ
れを磨きあげることです｡

● ●



��世紀初頭のシカゴの街は､ 著しい社会経済の発展の陰で､ 商業道徳の欠如が目につ

くようになっていました｡ ちょうどそのころ､ ここに事務所を構えていた青年弁護士

“ポ一ル・ハリス”はこの風潮に堪えかね､ 友人�人と語らって､ お互いに信頼のできる

公正な取引をし､ 仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増や

したい､ という趣旨でロータリークラブという会合を考えました｡ ロータリーとは､ 集会

を各自の事務所持ち回りで順番に開くことから名付けられたものです｡

こうして����年�月��日にシカゴ・ロータリークラブが誕生しました｡

それからは志を同じくするクラブが､ 次々各地に生まれ､ 国境を越えて､ 今では世界

���以上の国と地域に広がり､ クラブ数は約��,���クラブ､ 会員総数は�,���,���人

以上に達しています｡ そして､ これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリー (ＲＩ)

と称します｡

このように､ 歴史的に見ても､ ロータリーとは職業倫理を重んじる実業人､ 専門職業人

の集まりなのです｡ その組織が地球の隅々まで拡大するにつれて､ ロータリーは世界に眼

を開いて､ 幅広い奉仕活動が求められるようになり､

現在は多方面にわたって多大な貢献をしています｡

わが国最初のロータリークラブは����年 (大正�) ��月��日に

創立された東京ロータリークラブで､ 翌����年�月�日に世界で���

番目のクラブとして､ 国際ロータリーに加盟が承認されました｡

日本でのロータリークラブ設立については､ ポール・ハリスの片腕

としてロータリーの組織をつくり､ 海外拡大に情熱的に取り組んだ､

初代事務総長チェスリー・ペリーと､ 創立の準備に奔走した米山梅吉､

福島喜三次などの先達の功を忘れることができません｡

その後､ 日本のロータリーは､ 第�次世界大戦

の波に洗われ､ ����年に国際ロータリーから脱退します｡ 戦後

����年�月になって､ 再び復帰加盟しました｡

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚しいものがあり

ます｡ ロータリー財団への貢献も抜群で､ 今や国際ロータリーにおけ

る日本の地位は不動のものになりました｡

国際ロータリーの会長においては､ 日本初の東ケ崎潔氏 (東京RC)

に続き､ 向笠�次氏 (大分・中津RC)､ そして今回､ 田中作次氏 (埼

玉・八潮RC) となります｡
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444... ロロローーータタタリリリーーーののの歴歴歴史史史

555... 日日日本本本のののロロローーータタタリリリーーー

日本のロータリーの
創始者 米山梅吉氏

● ●

ロータリーを創設した
ポール・ハリスと3人の仲間

▲

日本で3人目の国際
ロータリー会長 (����-
��)となる田中作次氏

(埼玉・八潮RC)
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666... ロロローーータタタリリリーーーののの活活活動動動

米山奨学会

日本で学ぶ外国人留学生の支援

ロータリー財団

財団奨学生と留学生活の支援

ポリオ

ポリオ撲滅に挑む

水問題

井戸水の採掘による飲み水の確保

識字率向上

子どもたちに明るい未来を贈る

青少年交換

新世代のためのさまざまな支援

● ●

●国際ロータリーの活動

友好クラブ

友好クラブ締結 (タイ・チェンマイRC)

職業奉仕

出前教室

社会奉仕

不法投棄物撤去作業など､ 環境を守る

国際奉仕

水資源確保の海外支援

新世代フォーラム

若者と思い切り話そう

●クラブの活動

海外において､
マングローブ
植樹活動

環境保全



職業人としてのロータリアンの心構えを､ 一般の職業人にも理解できるように､ 簡潔

かつ的確にまとめたものが [四つのテスト] です｡

The Four-way test 四つのテスト
�. Is it the truth ? 真実かどうか

｢嘘偽りがないかどうか｣ という意味です｡ 商取引において､ 商品の品質､ 納期､ 契約

条件などに嘘偽りがないかどうかは､ 非常に大切な基準です｡

�. Is it fair to all concerned ? みんなに公平か

｢すべての取引先に対して公正かどうか｣ ということを意味します｡

�. Will it build goodwill and better friendships ? 好意と友情を深めるか

その商取引が店の信用を高めると同時に､ よりよい人間関係を築き上げて､ 取引先を増

やすかどうかを問うものです｡

�. Will it be beneficial to all concerned ? みんなのためになるかどうか

商取引において適正な利潤を追求することは当然なことであり､ 決して恥ずべきことで

はありません｡ ただし､ 売り手だけが儲かった､ また買い手だけが儲かったのでは公正な

取引とは言えません｡ その商取引によって､ すべての取引先が適正な利潤を得るかどうか

を問うものです｡ (RI����地区 田中 毅PDG ロータリーの源流より抜粋)
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777... 四四四つつつのののテテテススストトト

● ●

パプアニューギニアでの活動｡
毎年､ WHOと協力しポリオワクチンの接種活動を行っている｡

ミャンマーサイクロン
被災地域支援｡

地域の保健所に井戸水が出る
ように､ ポンプや設備を寄贈｡
(フィリピン・レイテ島)

������� ����	
�����
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888... ロロローーータタタリリリーーーののの主主主ななな行行行事事事

999... 親親親睦睦睦活活活動動動

● ●

ニューヨークロータリーでの例会参加

呈茶席

研修生の座禅体験

家族をまじえて､ 家族例会

会員による相互交流会と親睦会

週1回､ 決められた会場で､
会員が揃って奉仕活動や卓
話､ 親睦を深めるための例
会が開かれる｡

ガバナーが担当地区のクラブを訪問して､ 活動内容な
どについての指導をする｡

年1回､ 34地区あるブロッ
クごとに､ 会員の交流を深
めるための地区大会が開か
れる｡

毎年1回､ 世界のロータリアンが集まって､ 国際大会
が開催される｡

例 会 地区大会

ガバナー公式訪問 国際大会

年度始めの計画を
検討する協議会

地区委員会



①新しい出会い

自分の職業では得られない多くのすばらしい出会いを提供

②世界中で親友を得る

全世界���万人の品性高潔事業場の令名ある親友を得る｡

③信用が高まる

ロータリアンであるがために得られる何ものにも代えがたい信用が得られる

④地域社会や世界での奉仕活動の機会が得られる

自分一人では不可能なことも､ ロータリー活動を通じて地域社会に､ 世界に奉仕する機

会を得る

⑤ロータリーは人を作る

毎週例会に出席することで､ 自分の人間性を高め､ 人格が高まる

⑥多くの友を得ることができる

素晴らしいロータリアン同士の友情は心を癒し､ 親友､ 真の友､ 心の友を得ることができる

⑦自分を成長させる

多くの優れた指導者とのめぐりあいで､ 自分自身を成長することができる

(����地区 戸田PDG“ロータリーに入ってよかった”より抜粋)
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111000... 著著著名名名なななロロローーータタタリリリアアアンンン

111111... ロロローーータタタリリリーーーににに入入入っっってててよよよかかかっっったたたこここととと

35代アメリカ大統領
ジョンＦ.ケネディ

40代アメリカ大統領
レーガン

43代アメリカ大統領
ブッシュ

ウィンストン・チャーチル マッカーサー

アレン・シェパード マーガレット・サッチャー トーマス・エジソン 松下幸之助 千 玄 室

その他の世界各国の高名なロータリアン
アスゲイル・アスゲイルソン (アイスランド大統領)／ボードゥアン1世 (ベルギー国王)／ハリー A.ブラックマン
(米国最高裁判所長官)／トリス・スピーカー (米国の野球選手)／清家清 (日本の建築家)／正田健次郎 (大阪大学総
長)／御木本豊彦 (ミキモト代表取締役社長)／服部禮次郎 (セイコー㈱ 会長)／竹田恒徳 (日本､ 皇族) その他多数

● ●



編集／マニュアル編集委員会

2011年 4月発行
ロータリークラブへお入りになりませんか？（第3版）

奉仕の感動を
分かち合いませんか？

ポリオワクチン投与（フィリピン・レイテ島）

市内の先生方の「ゆとり授業」の研修会（焼津ＲＣ）

ソロモン諸島での奉仕活動

東京マラソンでの支援活動（東京中央新ＲＣ）
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