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会員数

30

和記 毅

出席者

20

出席率

66.6%

前回修正

86.7％

金岡 悟

10/15 例会取消 10/14 体育の日

会長の時間

■出席報告

小久保 昇 鈴木 伴忠
年
新井 12
孝敏

徳永 眞澄様

累計 218,000 円

和男
後の 1917 年に創立され、現在 45，000 クラブ、135
万人の会員。ロータリークラブは 34，000 クラブ、
121 万人だそうです。
）
また、「社会奉仕活動をロータリーのように職域
や個人で行うだけでなく、チームワークを発揮して
行うことによって有意義な効果をあげるようにと、
ロータリークラブから分裂する形で組織された団
体である。
」とも記述されています。

皆さんこんにちは。まずは先週の理事会と例会を

が、ライオンズクラブ創立者のメルビン・ジョー

急用が出来たとは言え、欠席したことに対して心よ

ンズは「シカゴ・ビジネス・サークル」という当時

りお詫び申し上げます。すみませんでした。

よくあった、会員間の相互扶助を図る組織に所属し

さて、前回会長の時間は、ロータリーでいう「奉

ていましたが、このあり方にあきたらず、「仕事の

仕」の概念をお話させていただきましたが、今回は

問題を超えて、地域や世界をよりよくするために貢

「ロータリークラブ」と「ライオンズクラブ」の違

献して行くべきだ」と社会奉仕をするためにライオ

いについてお話させていただきます。今回も他会員

ンズクラブを設立したそうで、ロータリークラブか

の受け売りであることをご了承願います。

ら分裂したわけではないようです。

『ウキペディア』によれば、
「ライオンズクラブ」

また、ロータリークラブが「社会奉仕活動を職域

とは、『世界最大の社会奉仕団体「ライオンズクラ

や個人で行う」という点も大きな誤解であります。

ブ国際協会」に所属する単位クラブ』とあります。

私たちロータリアンの中でも、ロータリーは“I

（ちなみにライオンズクラブはロータリー創立の

serve”
「個人奉仕」だと言う方が多いのですが、こ

れはラインズのモットー“We serve”と比較したと

そして、現代ロータリーでは、サービス理念は何

き、ライオンズとは違うロータリーの「奉仕」の特

度も言いますが、「社会に役立つ価値を提供するこ

徴を示す言葉として多用されてきました。確かに

と」「世のため人のためにつくすこと」という最も

“We serve”は、ライオンズの名前の由来とされる

広い意味で使われるようになっています。私たちロ

スローガン“Liberty, Intelligence、Our Nations

ータリアンは、そうしたロータリーのサービス理念

Safety”「自由、知性、国家、安全」と一緒に掲げ

の研鑽を例会や委員会活動や奉仕活動の中で行う

られている公式モットーらしいです。ところが、

わけです。社会奉仕活動をすることに主眼をおくラ

“I serve”という言葉は、ロータリーの公式文献に

イオンズに対して、一人一人の動機を大切にし、そ

はどこにも記載がないそうです。ライオンズからは、

れぞれの職業を通じてサービス・レベルと自己の人

ロータリーは「社会奉仕活動を職域や個人で行うだ

間性の向上を図るのがロータリーであるという違

け」と見られているようですが、もちろんロータリ

いになるでしょう。

ーは団体での奉仕活動を否定していません。でなけ

これで違いが明快になったかどうかわかりませ

れば、米山記念奨学金も、ポリオ・プラスも、国際

んが、ライオンズの派手な広報を馬鹿にしたり、ロ

奨学生制度も行われなかったはずです。
“I serve”

ータリーの理念の方が優れているとか自慢したり

という言葉がロータリーの「奉仕」の本質を表して

するのではなく、「世界最大の社会奉仕団体」であ

いるとはいえません。ライオンズには「職業奉仕」

るライオンズクラブの活動には敬意を表しつつ、ロ

の概念がないという人もいます。確かにライオンズ

ータリークラブはロータリークラブで「奉仕の理

には「職業奉仕」という言葉はありませんが、職業

想」の探求をこれからも自信を持って続けてゆくこ

倫理を謳った立派な「道徳綱領」というものがある

とが大事であると思いますので、みなさんと手と手

そうです。その「道徳綱領」はロータリーの文献に

をつないで切磋琢磨していきましょう。

混じっても気が付かないくらい区別がつきません。

今日の会長の時間は以上「ライオンズクラブ」と

それでは、ロータリーとライオンズの一番の違いは

「ロータリークラブ」の違いでした。ご清聴ありが

何なのかというと、ライオンズクラブ国際のウエブ

とうございました。

サイトをみると「ライオンズの奉仕」という項目が
あります。この英語ページでは“Our

Work”と

幹事報告

荻野

陽一

なっています。そして、その項目ページのタイトル

🌷 ＜RIJO-FAQ＞配信履歴（～2019 年 8 月末）

が、「他のどんな奉仕クラブ組織よりも多くの場所

🌷 ﾛｰﾀﾘｰ文庫 2018～2019 年度 決算書

でより多くのボランテア活動を」と謳われているよ

🌷 第 2 回第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長・幹事会 10 月 2 日（水）

うです。ライオンズのモットー“We serve”の「サ

19；00～

ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ

ーブ」は動詞形です。そして、ライオンズクラブの

🌷 ﾊﾞｷﾞｵだより

奉仕活動は“Activity”
「活動」と呼ばれているよう

🌷 週報・・・入間 RC、新所沢ＲＣ、所沢東 RC,

ですので、ライオンズの「奉仕」は、活動すること
に主眼があるようです。
これに対して、ロータリーは、初期ロータリーの
頃からサービスのあり方、質を追求してきました。
「職業奉仕委員会」ができる前‘(1927 年以前)、こ
の委員会は「ビジネス・メゾット・コミッテイ」と
呼ばれていたそうです。つまり、正しいビジネスの
方法を探求する委員会です。「サービス」はその委
員会の中核概念でありました。正しいビジネスの中
身がロータリーにいう「サービス」でした。

2019 年 9 月号 Vol.74

所沢中央ＲＣ

親睦委員会（ｺﾞﾙﾌ担当）

金岡

悟

親睦員会ｺﾞﾙﾌ委員よりお知らせ致します。髙橋会

新たにスタート！！】
埼玉県議会議員
岡田 しずか様

長年度第 1 回目のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを開催致します。
日

時

10 月 29 日（火）

時

間

午前 8 時 45 分

場

所

飯能ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

飯能市久須美 292 TEL

卓話
【令和元年の県議会が、

042-975-0005

この後、申込書を回覧いたしますので、多くの方
の出席を宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会

金岡

悟

国際奉仕委員会からお知らせ致します。今年も台
湾の吉安扶輪社の式典出席に向けて準備しており

4 月に行われた平成最後の県議会選挙で 26,648

ます。本来なら 10 月の理事会の承認を得て FAX を

票を賜り、トップ当選する事ができました。(得票

お出しするところではございますが、式典の開催が

数は、県内 4 位)

12 月 6 日(金)～8 日(日)ということもあり、飛行機

休日に投票所に足を運んでくださった皆様、私の

などの予約が急がれていることにより、出席の確認

演説を聞いて下さった皆様、そしてボランティアで

をさせていただいております。

選挙活動を支えてくださった多くの方のお力であ

多くの会員の出席を宜しくお願い致します。

り、感謝の気持ちでいっぱいです。
ご付託いただいた事を常に自覚し、2 期目は更に

ニコニコボックス
髙橋

木下

精基

和男 先週欠席してすみませんでした。岡田
県議今日は宜しくお願い致します。特
に新知事に関して今後の懸念と期待
についてお願いします。

荻野

陽一

岡田先生

本日の卓話宜しくお願い

致します。
須澤

一男 岡田議員 知事戦応援残念でした。今
度は頑張って下さい。

本橋

正夫

県議 岡田様

本日は大変お忙しいと

ころお越しいただき有難うございま
す。宜しくお願い致します。
内田

学

岡田先生

本日は宜しくお願い致し

ます。ご活躍を Face book で拝見して
います。
本橋源太郎
木村

岡田県議 本日は宜しくお願いします。

孝子 先週お休みしてすみません。本日の卓
話 岡田先生宜しくお願い致します。

大舘

信夫

前回、前々回、前々々回 三回例会を
欠席させていただきました。

木下

精基

岡田県議 本日よろしくお願いします。
早退します。次回宜しくお願いします。

力強く埼玉県を発展させ、所沢市をもっと住み良い
まちにしていきます。
新議会での役員改選により、岡田しずかは「警察
危機管理防災常任委員長」を拝命いたしました。安
全・安心の為に全力を尽くします。
引続きご意見等を賜れば幸いでございます。
今週の担当

須澤 一男

