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この資料の説明

苫小牧東ロータリークラブの立ち位置

１．この資料は、入会された新会員、3年未満の会員を対象にして編集した

ものです。

２．本冊子はロータリーの知識について“分かりやすく”説明してあります。

３．この冊子は、入会候補者への説明にも使うことができます。

４．会員の義務（特権でもある）としての例会出席、地区大会などへの出席

がロータリー活動の中でどのような位置を占め、どのような意味を持っ

ているかを把握することができます。

５．さらには当クラブの“地域の広報活動”にも利用できます。

１．国際ロータリー上では日本のロータリークラブは三つのゾーンからなっ

ていて、各ゾーンには複数の地区があり、全体で34地区があります。

２．苫小牧東ロータリークラブは

　　　第1ゾーン、第2510地区に所属しています。

３．日本のロータリークラブ数は2,250、会員数は89,097人です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年 1月現在）

　苫小牧東ロータリークラブ早わかりを利用して、ロータリークラブに早く慣

れるように作成しました。

　ロータリーについての知識が少しでも分かるようになると、ロータリーの良

さや楽しさが分かってくるでしょう。
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苫小牧東ロータリークラブのあゆみ

アフリカ　ジンバウエ共和国　　アフリカ音楽祭の開催
　北海道新聞社と共催し、小・中学生を対象としたアフリカ音楽教室「ジンバウエ・ジナグル
音楽祭」として開催。苫小牧、近郊の市民・町民も含めてアフリカ音楽を堪能しました。また、
会員の御嬢様のフルート奏者、篠笛とクラッシックギターの調べを苫小牧市民と共に楽しみま
した。
　2001 年にはニューヨーク同時多発テロ事件が発生し、社会・国際奉仕活動として苫小牧市民
に黙祷と基金を募り『三四朗 Trio live』ジャズ＆ボサノバ、そして『篠笛とギターの調べ』を開催。
募金（128,650 円）を NHK 室蘭放送局を通じてニューヨーク市に寄与しました。

2002年
創立10周年

　創立を記念して、苫小牧市のオートリゾート「ア
ルテン」の敷地内に併設されている、青少年キャン
プ場に立て看板を寄贈し、同時に青少年キャンプ場
の清掃奉仕活動を行いました。

　創立５周年のこの年には、愛鳥週間にちなみ環境
保全委員会を中心とし、苫小牧市内小学校３校に書
き損じハガキ、テレホンカード回収、フリーマーケッ
ト等を行い資金を捻出し、小鳥の巣箱を小学生と共
に製作し、学校周辺に巣箱を取り付けしました。こ
の頃「ポイ捨て禁止」ステッカーを制作し、苫小牧
市また当クラブ会員各社の車両に貼り、「ポイ捨て
禁止」を呼びかる活動を開始しました。

　2000 年 11 月 25 日には、環境保全をテーマとしてフォーラムを企画し二部構成として実施。
　一部は市内の小・中学生を対象に環境に関する作文、イラスト・絵画を募集し、作文は小学
校 15 校 70 点、中学校４校８点、イラスト・絵画は小学校 10 校 61 点、中学校３校 51 点の多数
の作品応募があり、281 点の作品には日頃の生活や、体験学習で学ばれたことが、素直に表現され、
環境への関心の高さに覆われました。なお、絵画及び作文は苫小牧市役所２階ロビーに展示し
苫小牧市民に大きな反響を起こしました。
　二部では、環境問題の講演とパネルディスカション討論を行い、意義深いフォーラムとなり、
同時にクラブ会員にて、作品の小冊子をパソコン・ワープロを駆使して手作りで作成し、保存
をしております。この企画は国際ロータリー第 2510 地区ガバナー賞を受賞しました。

1992年

1997年

2000年

創立 10 周年記念式典を開催
　2002 年 5 月 26 日㈰、グランドホテルニュー
王子に於いて創立 10 年記念式典を開催しま
した。右の写真は当時の記念誌と活動の１コマで、
盛んな活動の軌跡が垣間見えます。
＜主な記念事業＞　
１．青少年キャンプ場へ家型テント FA 型８人用５張を贈呈（苫小牧市へ）
２．米山梅吉記念会館を会員 23 名で訪問し寄付を実施
３．地域社会への奉仕活動として障害者を招いての音楽祭の開催
４．PHF・準 PHF に挑戦
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苫小牧東ロータリークラブのあゆみ

外国人による日本語弁論大会 ～届けよう世界の心と輝くスマイル～
　苫小牧市近郊および苫小牧東ロータリークラブ地域エリアに居住する外国人スピーチコンテ
ストの開催にあたり、多数の応募を頂き 13 か国 14 名によるスピーチコンテストが、国際ロー
タリー第 2510 地区第 12 グループのインターシテイミーティングとして開催されました。
　懇親会では苫小牧出身歌手、伊藤多喜雄＆ TAKIO Band を招き、12 グループのロータリアン
をはじめ、参加した地域に在住する外国人と共に大いに盛り上がりました。

創立 20 周年記念事業「のぼうの城」苫小牧ロケ記念モニュメントを苫小牧市へ寄贈
　20 周年記念事業として、市内在住の若手アート作家　藤沢レオ氏にモニュメントの製作を依
頼し、苫小牧カルチャーパークで行われたアートフェスティバル期間中に苫小牧市へ寄贈した
モニュメントを設置しました。
　さらに、海外奉仕活動としてグアムにて 12 月にグアムサンライズ・ロータリークラブの協力
を得てポリネシア・オセアニア地区に「クリスマス・ドロップ作戦」に参加し、奉仕活動を大
きく前進させました。

　2006 ～ 2007（小林忠男会長）年度まで、社会奉仕・環境保全を中心としたゼロゴミ推進活動
が続き、並行して社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕活動として、苫小牧工業高校卒業生、苫小
牧高等専門学校留学生に対し交通講話を実施、さらに、留学生とはゼロゴミ推進活動とあわせ
春と新年の年２回交流会を開催し現在も継続しています。
　2009 ～ 2010 年度には、郊外のウトナイ湖に併設された「道の駅　ウトナイ湖」に今までと
違う環境看板の設置を目指し、苫小牧市内高等学校美術部にお願いして、「０５３の街苫小牧」
のゴミ啓発・美化運動・自然環境保護・地球環境保護に適した環境絵画を募集し、環境看板の
設置を実施しました。

2014年
（インターステイミーテイングＩＭ）

2012年
創立20周年

2006年　
〜2010年

　歌っているのは苫小牧ロータリークラブと当クラブが創設に関わった「ＳＳＣ苫小牧少年少
女合唱団」です。０５３の歌は誰でも気軽に、いつでも口ずさめる曲として、次世代の多くの
人に愛される曲になることを願い、信じ、日本全国に発信しました。
　苫小牧市では、この年の４月１日開始された「０５３大作戦」に採用が決定され、ロータリー
クラブの綱領でもある、「超我の奉仕」の理想に少しでも近づく、［書く・読み・見せる・歌う］
の４点セットが実現し、市内のゴミ回収車にて苫小牧市内全域に「クリーン・ナンバー０５３」
の歌声が流れました。

　苫小牧東ロータリークラブでは、子供たちと共に環境問題の意識向上を図るために、環境保
全に関する事業に継続的に取り組んでいます。これまでアフリカ・ジンバウェのアフリカ音楽
を通しての環境フォーラム開催や、中学生の環境標語を載せた看板「中学生からの提言」を市
内５カ所の公園に設置するなど、特に青少年を対象とした環境保全の啓発を続けております。
　さらに 2003 年には、中学生の環境標語にありました「郵便番号にいつわりなし〒０５３の街」
を具体的に発展させるため、０５３（ゼロゴミ）の歌「クリーンナンバー０５３」を創りました。「郵
便番号０５３」の苫小牧から全国にゼロゴミの街実現を発信させ、音楽を通して “ 私たちの街
苫小牧、ポイ捨てのない美しい街に ” という願いを込めました。翌年ゼロゴミの歌発表会を兼ね、

「０５３（ゼロゴミ）コンサート」を開催し、苫小牧東ロータリークラブ 15 周年記念事業の一
環として、この時収録した０５３の歌「クリーン・ナンバー０５３」を収めたＣＤを制作しました。

2003年　
〜2006年



ロータリー総論
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　　　1932（昭和　8）年　………　広島、札幌（8番目）

　　　1992（平成　4）年　………　苫小牧東（2032番目）

　　　　※苫小牧ロータリークラブは1957（昭和32）年、200番目

　　　　※苫小牧北ロータリークラブは1970（昭和45）年、971番目に認証されています。

３）ロータリーの組織と機構

▶▶▶国際ロータリー RI は、組織の元締め、本部はシカゴにあります。

　　�　国際大会は毎年１回、５〜６月に各国持ち回りで開催されます。2019〜 20年はハワイで

開催予定でしたが、新型コロナウィルス感染症のため中止となりました。

▶▶▶ゾーン　世界クラブを 34 のゾーンに分けている

▶▶▶地区　　世界クラブを 537 地区に分けている

　　地区（年次）大会� ………地区ガバナが主催する地区内ロータリアンの集い。

　　地区研修協議会�…………�年１回、次期会長、次期幹事、次期各委員長など、次年度の指導者の集りで、

次年度の国際ロータリー会長活動方針などが通知される。

　　PETS（ペッツ）�…………会長エレクト（次期会長）の研修セミナー。

▶▶▶グループ　2510 地区は 12 グループに分かれ、当クラブは第 12 グループに所属

　　IM（Intercity�Meeting）� … �グループ内の合同ミーティング。ガバナー補佐が主催し、ガバ

ナー補佐の所属するクラブが主管する。

▶▶▶ロータリークラブ　第 2510 地区には 70 クラブが所属

　　ガバナー公式訪問�………�地区ガバナーが各クラブを訪問し、活動状況を視察し、指導・助言を行

い交友関係を推進する。

　　クラブ協議会………………�年４回開催し、クラブの活動計画について協議する。

　　クラブフォーラム�………�全会員が参加し、クラブの活動等に関して、テーマを決めて討論する。

　　年次総会� ……………………�毎年12月に開催する。次期会長、次期役員・理事を選挙する。

　　クラブ理事会………………�クラブ運営の決定機関。毎月１回開催する。

▶▶▶クラブの委員会

　　五大奉仕部門…………�クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕、会員増強、財団

委員会などを設置する。

１）ロータリーとは

　“ロータリーとはなに ?”と聞かれた時、あなたはどのように答えていますか。『ロータリーとは人

道的奉仕をおこない、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専門職業人が世界的に結びあった団体である。』と

手続き要覧に書いてあります。

　　　　　ロータリー用語は分かりにくく、意味がよくわからないと言われます。

　分かりやすく説明すると！

　ロータリークラブの活動とは地域で様々な職業を持った会員が毎週1回決められた曜日に開かれ

る例会に出席します。軽食をとって会員や外部の講師の卓話を聞き、自分の職業以外の知識や最新

情報を得ることができます。企業の経営者、医師、弁護士、税理士、自営業者などが会員になって

いますので、様々な職業を持って会員と交流し親睦を深め切磋琢磨して成長します。まさに異業種

交流会に毎週出席するようなものです。また会員以外の人々との交流を図ることによって地域での

信頼できる友人ができるでしょう。

２）ロータリーの誕生は 1905 年シカゴで

　ポール •ハリスは3人の友人と信頼できる公正な取引をし、仕事仲間として発展させるため、ロー

タリークラブを発足した。シカゴロータリークラブは、1905年 2月 23日（木曜日）に誕生した

のです。

　日本のロータリークラブは1920年、東京ロータリークラブとして米山梅吉によって誕生しまし

た。2020年 10月 20日で100周年を迎えます。

　　　1920（大正　9）年　………　東京ロータリークラブ設立

　　　1921（大正10）年　………　大阪

　　　1923（大正12）年　………　神戸、名古屋

　　　1924（大正13）年　………　京都

　　　1927（昭和　２）年　………　横浜、京城（朝鮮）

ロータリー入会のメリット
　①いろいろな職業人と異業種交流ができる
　②卓話や委員会活動の報告などにより、�人前で話すことに慣れる
　③各種委員会委員や役員を経験することにより、リーダーシップが得られる
　④奉仕活動により、思いやりが身につく
　⑤奉仕活動で信頼できる人と親しくなれる

第2次世界大戦直前の1940年（昭和15年）、日本は国際ロータリーから脱退。
戦後の1949年（昭和24年）に東京ロータリークラブの復帰が認められました。
戦時中も多くのクラブか非公式に会合を開催していました（札幌クラブは水曜会）。

ロータリー総論
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The Four-way test of the things we things, say or do
一思ったことを行動に移す時ー

1. 真実かどうか� Is�it�the�Truth?
2. みんなに公平か� Is�it�FAIR�to�all�concerned?
3. 好意と友情を深めるか� Will�it�build�GOODWILL�and�
� BETTER�FRIENDSHIP?
4. みんなのためになるかどうか� Will�it�be�BENEFICIAL�to�all�concerned

４）四つのテスト

　世界のロータリアンの言動の基準として活用されています。

　ハーバート・テーラーによって創案され、思いやりを持って行動することが前面に打つ出されて

いる標語です。

　当クラブでは第3例会で「四つのテスト」として斉唱しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954年　英文の翻訳者は東京RC会員　本田親男氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973年　邦文の作曲者は相模原南RC会員　水谷暢宏氏

ロータリーの２つのモットー（標語）
　ロータリーの公式標語には、

　　1910年にアーサー・フレディック・シェルドンが発表した標語と、

　　1911年にフランク・コリンズが発表した標語があります。

　1989年の規定審議会で、Service�Above�Self がロータリーの第１標語になりました。

※�規定審議会→ �3 年ごとにシカコで開催されるRI の立法機関。RI 理事会から出される

決議案とクラブから出される立法案を審議する。

One Profit Most Who Serves Best
（He/She�Profit�Most�Who�Serves�His�fellow�Best�1910年）

（最もよく奉仕するものは、最も多く報われる）

　シェルドンはビジネスの手段でなければならないとして、第1回全米ロータリー
クラブ連合会で発表されました。
　1911年にオレゴン州ポートランド大会で his�fellow を除いて採択されました。

Service Above Self（Service�not�Self　1911年）
（超我の奉仕）

　コリンズは他人に尽くす意義と重要性を説き、1911年ポートランド大会で発表
しました。その後今の標語になりました。1950年になって正式に採用されました。

ロータリー各論
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▶▶▶Ｃ　奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　▶▶▶Ｄ　財団委員会

　　　１．社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　１．財団委員会

　　　２．職業奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　２．米山委員会

　　　３．国際奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　3．友好クラブ委員会

　　　４．青少年奉仕委員会

ロータリー各論

１）各委員会組織

▶▶▶Ａ　会員増強 • 維持委員会

　　　入会候補者のリストアップと勧誘（会員増強、会員の退会防止）

▶▶▶Ｂ　クラブ管理委員会

　　　１．クラブ広報委員会　……　広報・雑誌・会報・プログラム・CLP・IT担当

　　　2．クラブ奉仕委員会　……　SAA・親睦・出席担当

　　　３．ロータリー研修委員会（案）

＜クラブ管理委員会＞　会員増強・プログラム・SAA・親睦委員会

　会員同志の関係を育み、積極的な会員増強を実行して、活気あるクラブづくりを行うことです。
　例会等を工夫してクリスマス会や、一泊二日のキャンプを通じて会員同士の親睦を図り、会員同
士の繫がりを大切にし、小委員会を設けて会員増強の大切さ話し合っております。

　全てのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識や
スキルを社会のニーズに応える事や、問題の解決のために進んで役立てる奉
仕活動です。
　具体的な活動例としては、苫小牧市教育委員会に申し入れし、苫小牧市立
和光中学校生徒を菅野パスト会長の職場でもあるスガノオートにて、職場体
験として車の仕組み勉強する機会を与え、出前授業の実施等を実践していま
す。
　また、クラブ会員はインフォーマルミーティングにおいて職業奉仕の高潔
性を、アーサー・シェルドン公式用語を通じて学んでおります。

1
社会奉仕

2
職業奉仕

　全てのロータリアンは、地域の人々の暮らしを豊かにし、よりよい社会づ
くりに貢献する事が基本的な理念です。
　苫小工業高等専門学校留学生とは設立当時から交流を実施しており、2004
年からはゼロゴミ看板が設置された周辺清掃を行い、金太郎の池公園で苫小
牧市長も参加しバーベキューパーティーを留学生と共に行っています。

　また、苫小牧工業高校卒業生を対象に苫小牧警察署交通課より講師を派遣
して頂き、2020 年で 21 回連続の交通安全講話が実施されました。
　ほかにも、外国人による絵本の読み聞かせを苫小牧市国際交流課とのコラ
ボで 4 回連続で行っている最中でもあります。
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　国際的なプロジェクトで、ボランティアを通して海外パートナーと共同活
動を行い、平和と相互理解を推進する事業です。
　現在は苫小牧工業高等専門学校留学生との交流を実施してますが、設立 20
年目の 2011 ～ 12 年度にはグアム Andersen 基地で行われている歴史あるクリ
スマスドロップ作戦に参加し、2019 ～ 20 年度で連続 7 回になりました。結果、
この参加で龍ヶ崎中央ＲＣ、グアムサンライズＲＣと友好クラブの締結をし、
今後も参加または物資支援継続を考えています。

3
国際奉仕

4
青少年奉仕

　各国、国内のロータリークラブが青少年交換等を通じて、青少年や若い世
代の社会人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支援する事業です。

　当クラブでは当初、スケートの街でもある苫小牧市の
スピードスケート小学生大会を応援しておりましが、地
元のスケート人口が激減し、現在は小学生のバトミント
ン大会を応援しています。さらに、小・中・高校生で構
成されている苫小枚少年少女合唱団を現在も支援してい
ます。
　近年では、苫小牧出身者が多い大学のアイスホッケー
夏季大会を応援しています。

その他　※米山奨学生

２）例会

▶▶▶①クラブ例会の流れ

　　�　例会は毎週木曜日に開催されます。例会はロータリーを知り、知り合いを広める会合です。

幹事の司会で次のように進行します。

　　　１）点鐘、会長挨拶、ゲスト紹介

　　　２）ロータリーソング唱和　……　第１例会「君が代」と「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２例会「われらの生業」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３例会「それでこそロータリー」と「４つのテスト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４例会「手に手つないで」

　　　３）会食

　　　４）卓話

　　　５）幹事報告

　　　６）出席報告

　　　７）各委員会報告　…　親睦委員会（誕生祝い、創業祝い、ニコニコボックスなど）

　　　　　　　　　　　　　　その他の委員会報告

　　　８）卓話

　　　９）点鐘、閉会

　　　　　　　※�第２例会は夜間例会でホテル以外の会場を使って親睦を主体にした例会が開催さ

れることがあります。

　　　　　　　※財団ボックスや米山ボックスの寄付（300円程度）があります。

▶▶▶②点鐘

　　�　日本のロータリークラブでは、例会に限らず様々な会合は点鐘にはじまり、点鐘で終わりま

す。外国では例会前に食事をするクラブが多く、例会を始める合図として鐘を鳴らすことが多

いようです。一方鐘の代わりに“Call�to�Order”つまり“お静かに”の発言で始めるとか木槌

を叩くクラブもあるそうです。

▶▶▶③例会出席

　　�　例会出席は、会員の義務であり“権利”です。クラブ奉仕を会員一人一人が実践する場所が

例会です。出席しなければこの義務は果たせません。そして例会に出席することで自分の研鑽

がなされ、多くの情報を収集して職業奉仕や社会奉仕が可能になります。

　　�　日本のロータリーの創立者、米梅吉氏は『ロータリーの例会は、人生の道場』と語っていま

す。またアメリカのレ一クプラシッドRCの入り口には『入りて学び』、出口には『出でて奉仕

せよ』と書かれているそうです。
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　②1951（昭和26）年、日本のロータリーが２つの地区に分割されるのを機に

４）ロータリーの徽章（エンプレム）

　　　　　　　　　　　"Enter to learn, Go forth to serve"

　　�　例会出席を義務ととらと億劫に感じる人いるでしょうが、ロータリアンの“権利”でもあり

ます。忙しい中スケジュールを調整して、例会に出ていると思わぬメリットにも恵まれます。�

60%ルールーも認められていますが、100%出席を目指してください。

メークアップすることなく、連続4回連続欠席をすると退会勧告が理事会の審議事項になります。

▶▶▶④出席の規定

　　�　欠席する場合は、事務局に連絡する（食費を無駄にしないため）。

▶▶▶⑤メークアップ

　　�　他のクラブ（海外のクラブも可）での例会に出席するか地区などのプログラムに参加すると

欠席を補填することができます。

３）ロータリーソング

　1905年にポール・ハリスが中心になって、シルベスター・シール、ガスターバス・ローア、ハイラム・

ショーレーの３人の仲間とシカゴRCは創立されました。ポール・ハリスが会長になった1907年

には100名あまりに急増し、クラブ活動にあたって奉仕派と親睦派の間の対立が目立ってきて、例

会の雰囲気が険悪になってきました。そこで後の5代目会長のハリー L・ラグルスがその場を和ま

せるため、「みんなで唄を歌おう」と言って音頭をとり、歌ってその場を収めました。

　今でも多くの国のロータリークラブではロータリーソングが歌われています。

　日本では地区大会等でも開会時「君が代」「奉仕の理想」が歌われ、懇親会の終わりに全員輪になっ

て「手に手つないで」を歌います。

　歌う曲に規制はありません。

　　　友好クラブの「グアム・サンライズ RC」は「You Are My Sunshine」を唄っています。

　なおヨーロッパ、南米、アジアの多くの国ではロータリーソングを歌う習慣はないようです。

▶▶▶日本のロータリーソング

　①1935（昭和10）年、田村省蔵ガバナーが公募して京都の地区大会で発表

ロータリー各論

「奉仕の理想」……��作詞　前田和一郎（京都RC）　　作曲　萩原　英一（東京RC)
「我等の生業」……��作詞　矢野　辰之（東京RC）　　作曲　藤山　一郎（東京西RC)

「手に手つないで」……��作詞　矢野　一郎（東京RC）　　作曲　藤山　一郎（東京西RC)
「それでこそロータリー」����作詞　矢野　一郎（東京RC）　　作曲　野田　精一（東京RC)

徽章の変遷

1905 年

1920 年 1924 年 現　在

1906 年 1910 年

①1905年、最初に考案された徽章
②�彫金師モンタギューM・ベアが考案した
③�当時の交通手段は馬車であった
④�例会は会員の事務所持回りで開催された
⑤�車輪のスポークは13本であった

① �1912年、ミネソタ州でトウルズで開催された全米
　ロータリー連合会で使われた徽章

②�当時のクラブ数50、�会員数5,000人
③��スポークは12本、この図案が多くのクラブで採用
　された
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①�2013年の規定審議会で金色（オレンジ色）も正式
　　な採用された
②��６本のスポ一クは太陽を表し、24個の歯車は世界中�
�のロータリアンは24時間連携することを意味する�
�とする説もある

①��馬車の車輪はロータリーの精神を表していないとす
る意見を出され、フィラデルフィアRCから提案され
た歯車が採用された

②��フィラデルフィアRCは 19番目に承認されたクラ
ブということで歯車の数は19個、スポ一クは8本
で決定した

①��歯車の紗軸の中央を通る円孔には空回りを防ぐ楔穴
がある

② �1924年、カナダ・トロントの国際大会で楔穴をつ
　けることが採用され、�スポ一クは6本の図案で今日
　に至っている

ロータリー各論

５）苫小牧東ロータリークラブの慣例……（新会員は何をしたら良いか？）

▶▶▶①出席

　　�　何をおいても例会の出席に努めてください！

　　　ロータリアンになった特権です。おおいにこの権利を利用してください。

　　　当クラブでは100％出席者を年度末に表彰します。

　　�　第二例会は夜間例会となります。アルコールが入り、寛いだ例会になります。時間を延長し

て多くの会員と親しくなる場ができます。

▶▶▶②奉仕活動に参加

　　�（例）�環境保全のため053看板の清掃、留学生、家族との交流

▶▶▶③例会で新会員の卓話（自己紹介）

　　�　あなたの経歴、会社、趣昧、家族などを紹介して、自己ピーアールのスピーチの場にしてく

ださい。

▶▶▶④ロータリーバッチを着用してください

　　�　ロータリーのバッチは万国共通の身分証明になります。

　　�　世界中どのクラブの例会にも登録料を払えばアポなしでも参加できます。

　　�　遠方のクラブに行ったときは、バナ一を持参し、相手クラブとバナー交換し親睦を図りま

す。

▶▶▶⑤クラブが企画した行事に参加

　　�　ボーリング大会、パークゴルフなど理事会が認めた行事に参加するとメークアップの対照に

なります。

▶▶▶⑥寄付金（ニコニコボックス）

　　�　会員がクラブ内外で個人的に嬉しいことがあったときは、自発的に2,000円程度の寄付（ニ

コニコ）をします。

　　※財団・米山寄付や、誕生日祝いなどは別に徴収しています。

▶▶▶⑦インフォーマルミーティング

　　�　新会員を対象にしてロータリーの勉強会のような非公式（肩の張らない）な集会を言います

（新会員は必ず参加してください）。

　　　ロータリー研修を目的とした討論会を持つことも意義があります。
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■　あ行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IM アイ・エム （Intercity Meeting）
　グループ内のクラブの自由討論会。
　会員相互の親睦とロータリー情報の伝達。ガバナー補佐が主催し、通常補佐の所属クラブがホ
ストする。都市間連合会が改称された。

イニエイション・スピーチ（Initiation Speech）
��新入会員の卓話。自己紹介。

インターアクト（Interact）
一ないし複数のロータリークラブの提唱によって14歳から18歳までの青少年で組織される。通
常地域の高校の生徒によって結成される。

インフォーマル・ミーティング（Informal Meeting）
��当クラブでは、入会間もない会員を対象にロータリー研修を目的として開催。
肩の張らない会で対象外の会員も参加して、ロータリーに関する意見交換をする。以前は炉辺会
合(fireside�meetingと呼ばれていた。

RI アール・アイ （Rotary International）
��国際ロータリーのこと。全世界のロータリークラブの連合体。

RI会長（President of Rotary International）
　毎年改選される。国際大会やRI理事会を主宰RIの最高役員。

SSA エス・エイ・エ（Sargent at Arms）
��会場監督。例会や会議が秩序正しく運営されるように監督する。

■　か行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ガバナー（Governor）
��巣に理事会の監督下で職務を行う役員で、地区から指名され、地区内のクラブに対する指導、監督
を行え。

ガバナー月信（Governor's Monthly Letter）
��地区内の会員に対して発行する月信。
　各クラブの活動状況や出席状況などをインホメーションする。

ガバナー公式訪問（Governor's Official Visit）
　年度内に各クラブを訪問し、クラブの活動状況を聴視し指導や助言を行う。

規定審議会（Council on Legislation）
RIの立法機関で三年に一度開催される。RIの組織規程を改正する権利を持っている。各クラブから
も立法案を提出することができる。

クラブ会報（Club Newsletter)
��例会記録やクラブの出来事を記録して発行する。週報、月報がある。

クラブ会長の資格（Qualifications of the club President）
��クラブの理事あるいは主要な委員会の委員長、もしくはかんじわつとめたことがある。

クラブ協議会（Club Assembly）
��年4回以上開催し、クラブ活動、運営に関して協議する。

クラブフォーラム（Club Forum）
　五代奉仕の在り方やクラブの諸問題を討論する。

国際大会（Convention）
��RI会長が主管し、毎年開催されるが、2020年は新型コレラウイルス感染によるパンデミックのた
めハワイ大会は中止された。全世界のロータリアンが参加し、情報交換、親睦を深める。

五代奉仕部門（Five Avenues of Service）
1．クラブ奉仕

　奉仕の第一部門、クラブを円滑に機能させるために会員が果たすべき行い。
　例会出席、クラブの役員、などを歴任し、対外的にも活動する。

2．職業奉仕
　奉仕の第二部門、会員は自己の職業の特性を生かし、社会のニーズに沿ったプログラムを開発
し、自己の高い職業意識を持ち、モラルに沿った活動をすることが求められている。

3．社会奉仕
　奉仕の第三部門、地域の人々の生活に密着したプログラムを実施し、また地域の行うイベント
などに参加する。

4．国際奉仕
　奉仕の第四部門、国際理解と親善を深め平和を推進し他国の人々の生活を支援するプログラム
を遂行する。

5．青少年奉仕
　奉仕の第五部門、青少年の健全な育成を目標とするプログラムを実施する。

クラブ奉仕委員会（Club Service Committee）
　五代奉仕部門を参照

国際奉仕委員会（International Service Committee）
　五代奉仕部門を参照
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国旗掲揚と国歌斉唱（Rising the National Flag and Singing the National Anthem）
　日本のロータリークラブは、例会場に国旗が掲げられ、第一例会では国歌を斉唱　する。第2次
大戦が開始される前後、日本政府(軍隊)はロータリー　がアメリカのスパイでないかという疑いを持
たれた。この疑いを晴らすため国気を掲げ、国歌を歌うことで解決した。それが慣習化して今日に
至っている。
　アメリカの多くのロータリークラブではこの慣習は続いているが、行わないクラブも多くなって
きている。
　

■　さ行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スマイルボックス（Smile Box）
　ニコニコボックスの項参照

青少年交換（Youth Exchange）
　15歳から19際までの青少年に母国以外の国でホームステイし、留学する制度。原則1年間、短期
留学もある。

財団学友（Alumni of the Rotary Foundation）
　元ロータリー奨学生、元ロータリー世界平和フェロー、元研究グループ交換参加者などロータ
リー財団の資金提供を受けて海外留学をした人を言う。

シニア・アクティブ（Senior Active）
　通算15年以上ロータリークラブに在籍し、年齢を足して85歳になる会員は理事に申請すると例
会出席を免除される権利がある。(出欠は自由)

社会奉仕委員(Community Service Committee)
職業奉仕委員(Vocational Service Committee)
青少年奉仕委員(Youth Service Committee)
　いずれも五大奉仕部門参照

創立会員（Charter Member）
　クラブがRIに承認される時点で既に会員登録がされていた会員。

推奨クラブ細則（Recommended Club Bylaws）
　RI定款に矛盾しない範囲で、理事会はロータリー章典に記載されている推奨クラブ細則に沿って
作成する。細則は適宜改正できる。

■　  た行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

卓話（Speech）
　例会分のプログラムで、会員またはゲストを招請して講演をすること。

地区（District）・ゾーン（Zone）
　Riが便宜上決めた区分。日本は、三つのゾーンにわかれ、地区は34地区に区分された。
　苫小牧東ロータリークラブは、第2510地区に属し、70クラブが所属している。

定款（Constitution）
　RIは、定義、目的、綱領その他の諸条項を規定している。すべての加入するクラブは、この規定
に抵触しない標準ロータリークラブ定款をクラブ定款として採用しなければならない。ただし、ク
ラブの名称や所在地は改正できる。

地域雑誌（Regional Magazines）
　RIの公式雑誌は、英語で発行する雑誌は「ザ・ロータリアン」です。
　RIが承認し、母国語で発行している雑誌は世界で30カ国ある。
　「ロータリーの友」は日本が発行する地域雑誌です。

■　  な行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニコニコボックス（Niko・niko Box）
��例会場で会員が善意の寄付をすること。アメリカではじめられた。バッチ着用を忘れた時や遅刻を
した時などに罰則としてのペナルティーボックスに幾らかの寄付ほした。日本では昭和11年ころか
ら東京RCと大阪RCでほぼ同時に始められた。
　慶事やペナルティを犯した時でもニコニコして寄付をしようということで、ニコニコボックスと
名付けられた。スマイルボックスと呼ぶクラブもある。

年会費（Dues）
　正会員は、そのクラブ細則に定める年会費を期日内に納入する。

年次寄付（Annual Giving）
　ロータリー財団の項参照

年次総会（Annual Meeting）
　役員選挙のための年次総会は、細則の定めるところにより、毎年12月31日までに開催されなけ
ればならない。
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日本が輩出したRI会長
1．東ヶ崎　潔（TOUGASAKI�KIYOSHI）

　日本から出た初のRI会長(1968-69年度)、1949年、東京RCに入会。米国サンフランシス
コ生まれ、Japan�Timesの社長を務めた。

2．向笠　廣次（MUKASA�HIROJI）
　二番目のRI会長(1982-83年度)、大分県中津RCの会員、精神科医。

3．田中　作治（TANAKA�SAXAKUJI）
　30年ぶり三番目のRI会長(2012-13年度)、埼玉県八潮RCの会員。株式会社ダイカ会長。

■　は行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バッチ（Badge）
　例会やロータリーが開催する会合には、名札を着用しなければならない。日本では襟に付ける徽
章(エンブレム)もバッチと呼んでいる。

バナー（Club Banners）
　クラブの所在地、国名、地域などを反映した小旗で、他のクラブなどを訪問した場合、交換して
親善を深める習わしがある。

ビジター（Visitor）
��他クラブから来たロータリアンのこと。

福島　喜三次（FUKUSIMA KISAJI=1881～1946）
　日本人第1号のロータリアン。三井物産ダラス支店の支店長を勤めた時、ダラスRCの会員になっ
た。米山梅吉が渡米した折、ロータリークラブを紹介し、帰国後米山梅吉とともに東京RCを創立し
た。
　佐賀県有田市出身。地元では「キソジ」とも呼ばれていた。

ポリオ・ブラス（Polio plus）
　ポリオとは、ポリオウイルスの感染によって四肢のマヒを来す疾患で小児麻痺と呼ばれていた
が、大人も感染することからボリオ（poliomyelitis=急性灰白髄炎）なづけられた。プラスとは、
さらに麻疹・ジフテリア・破傷風・百日咳・結核の五疾病を加えたという意味で、これらの病気、
特にポリオ撲滅を目指すプログラムである。今なお紛争や宗教教上の問題でワクチン接種が進まな
いため、常在国として「パキスタン」と「アフガニスタン」が残っている。

■　  ま行　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メークアップ（Make up）
��例会欠席は、年度内に他のクラブないしロータリーが開催するプログラムに参加することによって
補填ができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(※2016年の規定審議会までは前後2週間であった）

■　  や行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

米山梅吉（YONEYAMA UMEKICHI=1868～1946）
　日本のロータリーの創始者。1920年東京RCを創立し、初代会長を務めた。
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編集後記

苫小牧東ロータリークラブ早わかり発刊にあたって

　当クラブは次年度 30 周年を迎える運びになりました。
　創立以来、これまで何度か、新会員のガイドブック的なパンフレットを作成した
ことはありますが、組織だった冊子を刊行したことはありません。
　今回、新会員が当クラブやロータリーに関して理解の助けになるような小冊子を
発刊することにいたしました。
　ここ十数年会員の減少が著しく、その原因は多岐にわたるものと思われますが、

「ロータリーという集団の存続を保つ目的意識」が希薄になってきているのが一因
であると考えられます。
　第一章では、「回首原点［くび（コウベ）を原点に回（メグラス）］」即ち 30 周年
を振り返って当クラブの活動状況を経時的に検証し、新会員だけでなく、会員全員
にも参考になる資料として編集しました。
　第二章ではロータリーに関する事柄を解説的に編集してみました。
　新会員にとって、ロータリー用語を理解することは難しいものです。今回はロー
タリーに関する用語をわかりやすく解説した用語集を付録として付記しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年６月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員代表　水　元　修　治
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