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丸岡ロータリークラブ会報

MARUOKAR.I DISTRICT 2650

本日の例会

第　　　回　例会

次の例会案内

第　　　回　例会
年　　月　　日（　）年　　月　　日（　）

－先週の例会（　　　　）報告－　　　　年  　月  　日（　）　開会点鐘

http://www.maruoka-rotary.com/

『ロータリーを楽しみましょう』
『ロータリーの原点に戻り地域に根差した奉仕』

地区のテーマ
丸岡ロータリークラブのテーマ
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国際ロータリー会長
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本日の福井新聞の紙面のトップ記事は、自衛隊派遣 1 年
間、イラク基本計画閣議決定と記載されていました。越
山若水には、カエサルがポンペイウスの戦いを始めたと
きに「サイは投げられた」と言ってルビコン川を渡った。
重大な決断をして、事を起こすときに使われる言葉が
「ルビコン川を渡る」が諺の一つになったそうです。
未だ派遣時期は未定ですし、サイは投げられていないし、
川を渡りきった訳ではないと思いたいと。もう一度冷静
に考えてほしいものです。

　林田会長、下田幹事、藤本君、前田君

　林田会長、下田幹事、藤本君、前田君

　林田会長、下田幹事、藤本君、北勇一君、前田君、本田君
　川中君、増澤君、水上君、澤田君、林田恒正君

本日4件　　　 計    7,000円
本年度累計　 　 198,000円

本日4件　　　   計  6,000円
本年度累計　 　 175,000円

本日の合計　　　　   25,000円
前回迄の合計　  　 750,000円
本日迄の累計　　   775,000円
前年度との比較      887,000円

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席するべきものとする。会
員は、本クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に
充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、
次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
　本クラブの例会に定例の時の前14日または後14日以内に、他の
ロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも60パーセントに出席すること。

㈰　ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会
　出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
㈪　ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少
　なくともその30パーセントに出席しなければならない。
㈫　連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、自動
　的に終結するものとする。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

11   12

1266回
　例会

42 27 9 87.80％

ガバナー事務所より…

　＊第2回職業奉仕委員長会議開催について
　＊RYLA参加費の支払について（2/6締め切り）
　＊2003～’04年度友情交換プログラムのお知らせ
　＊地区ローターアクト代表ノミニー事務所開設の
　　お知らせ

地区大会事務局より…

　＊大会お礼と記念誌へのご寄稿依頼の件

［来信］

「奉仕の理想」

12/24（水）鯖江北…夜間例会のため
12/26（金）鯖江……夜間例会のため
  1/  7（水）鯖江北…家族新年会開催
  1/  9（金）鯖江……新年家族会開催

ポールの模索
心の渇きを癒す為にポールが頼ったところは教会でした。
ポール・ハリスは敬虔なピューリタンですから、教会を訪ねました。
しかし、教会とはいえども自由競争を喘いでいる職業人の苦しみ、悲
しみを癒してはくれませんでした。そんなら、自由競争を止めたらい
いんだ、とマルクス・レーニンは申しまして、国家に権力を集中した
ら、75年で潰れてしまいました。
自由競争は大切なんです。自由競争があるから人間は努力をするんで
す、自由競争があるから新しい物を作っていくんです。進歩は自由競
争なしには考えられません。教会に問題があるわけではないが、教会
でも駄目だ、教会といえども現在都市生活で感ずる商人たちの物凄い
孤独感を救済する事は出来ない。ならばどうしたらいいのだ。新しい
制度を作る外ない。
新しい制度を作るには人の力を借りなければなりません。しかし、彼
は漸く生活の安定は得たとはいえ、シカゴに移り住んで間もない一介
の弁護士にすぎません。知り合いも少ない、自分の力では何ともなら
ない。しかし、1898年から問題意識をかかえたまま、何とか成らない
かな、と思いつづけて、己の力不足をかこつ 2 年間でした。
そうした時、知り合いの弁護士がポールをある会合に誘いました。弁
護士と依頼人との間には一つの信頼関係が出来ます。Ａの依頼人、又
Ｂの依頼人、Ｃの依頼人と信頼関係ができましたとき、彼はそのＡ、
Ｂ、Ｃとかなりの人たちを糾合して社交クラブを作って楽しくやって
おりました。これを見たときポールがこれだと思いました。これなら
おれにも出来るな、と自分に言い聞かせたといいます。
シカゴの町のディアボーン街のユリティピの711号室の鉱山技師ガスタ
ーバスローアの事務所に 4 人の異なった職業人が一室に集まったこと
に始まる。
これが後にロータリークラブと名付けられる運動に発展します。しか
し、ロータリーの特徴は何と言っても社交クラブであります。
またこのとき、同業関係者はどんな良い人でも商売敵となると気分が
開放的になりません。同業者の悪口でも何でも言え、肩と肩を寄せあ
っていたら、楽しいだろ、皆で親類付き合いをし、助け合おうじゃな
いかと同業者を排除して一職種から一人だけと同業者排除の原則が
確立しています。それにしても 4 人では、どうにもならない 2 週間の
間を置こうと、次回は 3 月 9 日にポール・ハリスの事務所で集まりま
した。この第 2 回の会合では、同業者を排除したのだから、まずやる
べきことは、異なった職業の職場を見学するという事ではないだろう
か？だから職場持ち回りで例会を開こうと提案して、職場持ち回り
の原則を持ちました。しかし、これは 6 回で終わりましたが、現在で

クリスマス家族会
外部卓話 （株）オーク専務取締役

田辺雅典 氏

「最近の葬儀事情について」

12月会員結婚記念日

  1日  中田一市
  1日  澤田越生
11日  水上智愛
27日  増澤健次

会　　　　長（理事）

会長エレクト（理事）

副　  会　  長（理事）

幹　　　　事

会　　　　計

国 際 奉 仕（理事）

新世代　　（理事）

Ｓ ・ Ａ ・ Ａ

北　勇一

前川重雄

藤本　豊

高嶋勝美

澤田越生

林田千之

クラブ奉仕（理事）

職 業 奉 仕（理事）

社 会 奉 仕（理事）

直 前 会 長

竹澤秀雄

山下健治

中山敏夫

野尻　昇

横山茂樹

林田数一

（元青少年）

2004～2005年度  理事役員一覧表

副Ｓ・Ａ・Ａ（次年度Ｓ・Ａ・Ａ予定者）・・・・・・・・林田数一

副幹事（次年度幹事予定者）・・・・・・・・・・・中田一市

上記の 2 名は、理事・役員会にオブザーバーとしての参加を
認めるが、発言権はないものとする。

職場例会として残っています。
シルベスターの石炭置場で第 3 回の会合を開いたとき、会員が 9 名に
なりましたので、これをもって創立総会にしました。
 9 名では社交クラブとは言えません。社交クラブになるには20名を超
えないといけないと思われますが、クラブが実在するという現実を先
につくり、後補強すると言うことで創立総会に切り替えたのです。ポ
ールが当然会長になることは相応しい人ですが、この運動を成功させ
るために人に譲ることが大事だ、社交団体を栄えさせるためには、お
互いに譲り合う心がなくてはならないと彼は一歩譲って考えたようで
す。そして、シルベスターシールを初代会長に押したのです。
この時連続4回欠席したものは自動的に会員資格を失うものと
すると議事録に残っています。

決議第34号とは…
社会奉仕に関する1923年の声明のこと。ロータリーの社会奉仕の基
本的考え方を明示したもので、「決議23-34」として有名である。19
23年セントルイス大会で採択された決議34号のことである。初期の
頃のロータリーは社会奉仕について、個人奉仕かクラブ（団体）奉仕
かをはじめ奉仕のあり方について、論費沸騰し、対立が生じていたが
この決議文の採択によって、社会奉仕の概念が決定づけられ、ロータ
リーを不動のものとし、今日の発展の基礎となった。「超我の奉仕」
と基調として、社会奉仕のみならず広くロータリー活動のあり方、進
め方を示唆したもので長文である。その後2・3の訂正を経ている。

超我の奉仕とは…
自己のために利益を得ようとする欲望と、他人に奉仕をしようとする
義務感と、それに伴う衝動から起こる心の争いを和解させようとする
ロータリー文献等でよく用いられる標語。1911年ミネアポリス・ロー
タリー・クラブのフランク・コリンズが唱えたもので、同年非公式標
語として採用され、翌’12年デュールス国際大会で現在のごとく修正、
1950年にロータリーの公式標語となり、1989年規程審議会で第 1 標語
となる。


