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《 本日の卓話 》  ９月５日 
「 新世代の為の３委員会の目的 」 

インターアクト委員会 委員長 稲山 雄一 

ローターアクト委員会 委員長 菅谷 政樹 

青少年交換委員会 委員長 田中 吉嗣 

地区ローターアクト委員会 委員長 増田 一美 

新世代奉仕委員会 委員長 髙橋 盛雄 

《 次回の卓話 》  ９月１２日 

 
「 弁護士の職務について 」 

 

当クラブ会員  上野 操 君 

 
       第２１９８回 ２０１１年８月２９日 例会報告     

＜ 点鐘・ロータリーソング ＞ 

「 手に手つないで 」「 四つのテスト 」 

＜ 来客紹介 ＞ 

 ◎ゲストスピーカー1 名 

   髙 橋 陽 子 さん（ ローテックス ） 
                   第 45 期メキシコ派遣 聖心女子大 1 年在学中 

 ◎ビジター1 名 

   野 木 芳 宏 様（ 東京ベイ RC ） 

＜ 出席状況報告 ＞ 

50名中 40 名出席 出席率 80％（8/8出席率100％) 

＜ 会長報告 ＞ 

 ●8/10(水)東京臨海 RC 創立 18 周年創立記念例会 

   へ、山本副会長・須賀幹事の 3 名で参加致しま 

   した 

＜ 幹事報告 ＞ 

 ありません 

＜ 委員会報告 ＞ 

 ●ゴルフ同好会(岩楯委員長)…10/5(水)「千葉ｶﾝﾄ 

   ﾘｰｸﾗﾌﾞ｣に於いて、東分区懇親ゴルフ大会が 

   開催されます。ホストは東京東江戸川 RC です 

   ので多くの参加をお願い致します。尚、合わせ 

   て東京江戸川 RC 第 1 回のコンペを開催します 

 ●健康管理委員会(岩倉委員長)…禁煙を助ける医 

   薬品のご紹介 

 ●Ｒ情報委員会(金子(栄)委員長)…本日よりロー 

   タリー学校が開校になります。第一回の講師 

   は、上野パストガバナーによる「ロータリーの 

   本質」です 

 ●釣り同好会(後関委員長)…次回は、11/12(土) 

   釣り大会・11/13(日)釣り魚を食べる会を開催 

   しますので、ご予定願います 

＜ 本日の卓話 ＞ 
 
「 青少年交換プログラムと 
                  ローテックスについて 」 

  ローテックス 

(第 45 期メキシコ派遣、聖心女子大 1 年在学中) 

髙 橋 陽 子 さん 

心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
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小松川境川親水公園 
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このたび、金子Ｒ情報委員長の提案で、当クラブの入

会経験５年までの会員を対象として 「ロータリーとは

何か」を、もう一度基本から学んで貰おうと「ロータ

リー学校」が開設されました。９月２６日(月)はその

第１回として「ロータリーについて」と題して、当ク

ラブの上野操パストガバナーを講師にお願いしました。

以下にその講義の要点を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
東京ベイ RC 野木様⋯お暑うございます 
久米君⋯例会出席 100％お祝いを頂いて 
田中(吉)君⋯本日の卓話者 髙橋陽子さんを宜しくお

願い致します 
多賀君⋯田中(吉)さんの卓話 楽しみにしています 
岩倉君⋯新病院が完成しました。9 月 1 日からオープ

ンします 
久米君、横山君⋯岩倉さん、新病院落成おめでとうご

ざいます 
増田君⋯9月4日東京マスダ学院音楽祭 お楽しみ下さ

い 
保土田君⋯9 月は防災月間、お互いに災害に気を付け

ましょう 
飯田君⋯小林さん、先日は面倒な事をお願いし、大変

お心遣いを頂きありがとうございました 
金子(栄)君⋯本日からロータリー学校を開校致します。

宜しくお願い致します 
高田君⋯本日からロータリー学校の開設です。受講生

の皆さん頑張りましょう 
松井君⋯ちょっと良い事がありました 
柴田君⋯剣道合宿｢錬成会｣無事終了しました。山下

(佳)御子息様 3 位で残念でした。次回優勝 
川野君⋯先日は妻の誕生日に、クラブより花を頂きま

してありがとうございました 
岡本君、市川君、山本(和)君、関口君⋯ニコニコご苦

労様です 
荒井君⋯ニコニコ頑張って下さい 
森君⋯ニコニコありがとうございます 
 

９月の受付当番 久保田君・山本(和)君・田中(伴)君 

  １９０５年２月２３日、ロータリーの創設者である
ポール・ハリスは自らの地元シカゴで４人の初の会合
をもちました。この機会にその当時のハリスの行動を
紹介してみたいと思います。 
 この会合で集まった４人は、自らの業種がそれぞれ
違う者同士でした。そこでハリスが提唱したのが「ロ
ータリーは職業の違う人の集まりにしよう」すなわち
「一業種一会員制」でした。 
 それから１ヶ月ほど経った同年の３月にはメンバー
４０人が集まり、第１回の総会が開かれました。ハリ
スはこの総会で再度「一業種一会員の原則」を打ち出
しました。即ち、すべてには例外というものがあるか
ら、これを「原則」としたのであります。 
 この第１回の総会で会員へ課せられたもう一つの義
務が「規則的例会への出席義務」で、予め毎週何曜日
の何時に開催と決めました。これが現在、世界中で 
１２０万人を超えるロータリアンが集まって厳守され
ている例会出席の大原則であります。 
 この大原則によりメンバーは「とかく忘れやすい人
間性を取り戻した」とされ、ハリスは「ロータリーク
ラブに出席すると、自己研鑽や切磋琢磨ができて、童
心に返ることがでる」と語ったそうです。 

ポール・ハリスは、またこうも主張しました。「ロー
タリーは宗教ではないし、宗教に代わるべきものでも
ない。古くから行われてきた道徳観を現代の職業生活
に適応させよう」と。これがポール・ハリスの最も素
晴らしい業績であると考え、私は昨年のガバナー通信
の最初の言葉に加えました。 
 ところで、ロータリー活動の神髄は職業奉仕であり
ます。実はこれが、本日私が皆さんに伝えたい最大の
テーマであります。すなわち職業奉仕こそロータリー
の金看板なのであります。 
 これを樹木に例えますと、外には見えない根っこの

部分が「クラブ奉仕」、そこから生え出る太い幹の部分

が「職業奉仕」、そして枝から花や実になるのが「社会

奉仕」「国際奉仕」であります。異業種が手をつないで、

みんなで集いながら職業奉仕を通して倫理観を高めて

いく、これが重要なのです。 

 

  最後に、職業を天職であるという人がいますが、私

は少し違うと思います。職業はその社会のニーズから

生まれてくるものです。したがって、職業は本人の生

業（なりわい）でありますから、「職業奉仕を通して社

会に貢献する」、これがロータリーの真の精神でありま

す。            （  文責／会報委員会・高田信一  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekly Report ROTARY CLUB OF TOKYO EDOGAWA 

  ■誕生日お祝い  
    須賀君  田中(吉)君              
  ■奥様誕生日お祝い  
    保土田君  岩倉君  後関君   
    須賀君  菅谷君          
  ■結婚記念日お祝い  
    大野君  山本(昌)君        
  ■例会出席 100％お祝い 
    上野君(37 回)  保土田君(36 回) 
    松井君(17 回)          

9 月のお祝い 

ロータリー学校開設！ 

合計   ４９，０００円 
今期累計  ６１６，０００円 


