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□会長の時間
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各氏

井福 博文

先日 14 日のＩＭは多くの西クラブ会員の参加者が
目に付きました。頼もしくもあり、我がクラブは本当
にまとまりがあるな！と少し誇らしく思いました。出
席をされた会員の皆さんには、大変お疲れ様でした。
今回は宮崎県全県でのＩＭ開催となりましたが、企画
や内容もすごくよくて、当都城地区の社会奉仕活動の
発表においては、ドミニコ学園高等学校の入江校長の
話に思わず涙ぐみそうでした。このＩＭを企画し主催
された都城北クラブの会員の方々に心から敬意を表
するとともに尊敬をいたします。基調講演では山形県
鶴岡 RC の藤川享胤 PG が「これからのロータリー」
と題し「決議 23-34 項の社会奉仕の有り方について」
の趣旨で講演されました。この後の本日の例会のプロ
グラムはＩＭ報告となっておりますので、そこで報告
があるものと思いますので、私はこの「決議 23-34」
が出てきた歴史的背景について藤川 PG の講演内容と
重複しますが皆様にご紹介したいと思います。
1905 年ポールハリス等によってロータリークラブ
が結成されたことは皆さん良くご存知の通りですが、
結成当初は「相互扶助と親睦」が基本理念でしたが、
ロータリーが会員同士の互恵にとどまってはいけな
い、地域社会のために役立つべきだ、と目覚め、結成
翌年には「社会奉仕」を基本理念に追加しました、そ
して社会奉仕の第一号としてシカゴ市内に公衆便所
を設置することとなります。その後の米国では小児麻
痺が多発し、それによる障害が大きな社会問題になっ
ていたのです。1912 年頃からは、このことが全米各
ロータリークラブ共通の関心事になってきたのです。
そんな時、当時ロータリアンではなかったエドガ
ー・アレンという人物が障害を負った不幸な子供達を
救おうと、人道的情熱に燃えて活動をしていました。

1918 年オハイオ州にエリリア RC が設立されると、
そのことを聞いたエドガー・アレンは自分が今やって
いる人道的慈善活動を推進するにはロータリーが最
も格好の場所であると考え、早速エリリア RC に入会
したのです。ロータリアンとなったエドガー・アレン
は自分のクラブばかりでなく近隣のロータリークラ
ブにも積極的に働きかけて、障害児救済に関心を持つ
よう喚起し活動をさらに拡大していきます、そしてつ
いに 1922 年のロスアンゼルス国際大会において近隣
の 3RC の共同提案として【ロータリアンが身体障害
児に対する関心を示し・・・大会に出席している各代
表者に対し、この問題に関する注意を喚起し、この運
動が各クラブの地域社会における奉仕の機会を提供
するものであることを、それぞれのクラブに認識させ
るようにここに決議する。
】
」という決議を提案し、そ
して採択させることに成功します。
ところが「●ロータリーは実業家、職業人の組織だ
から、実業及び職業上の問題に力を注ぐべきで、社会
問題については広く関心を寄せるということだけで
も事足りる。一業種一人という制度の意味もそこにあ
る。●ロータリーは個人奉仕が主体で、クラブとして
このような問題に直接関与すべきではない。クラブは
会員にこの様な社会問題に関心を示すよう奨励する
にとどめるべきである。
●クラブという組織がこの様な社会問題にのめり
込むと、ロータリー本来の面目が失われるおそれがあ
る。ロータリーは言論的唱導機関であるべきだ。●各
ロータリークラブはそれぞれ独立した存在で完全に
自治権を持っている。クラブ活動に対して、他からあ
れこれ指示されるいわれはない。
」など理論派の猛烈
な反撃にあうのです。一方クラブ一丸となってこれを
推進しようという行動派は、この様な重大な社会問題
に直面しながら、言論的唱導などと言って逃げるのは
卑怯な責任回避でしかない。
ロータリーは行動しなければ意味が無い、今や実行
あるのみと、一歩もひかず遂に全米を巻き込む大騒動
となり収拾のつかない絶望的な状況に瀕します。この
論争の折衷案として、テネシー州ナッシュビル RC が
翌年のセントルイス国際大会に決議案を提案したの

が皆さんよくご存知の「決議 23-34」です。この決議 ■
は理論派、行動派の平行線とも思えた双方の主張を功
名に摺合せて、大論争に終止符を打ち、みごとに分裂
を回避したのです。このような歴史的背景を念頭にお
いてもう一度、決議 23-34 をじっくりと読んでみて下
さい。重要な何かが見えてくると思います。以上、藤
川 PG の講演を引用して本日の会長の時間といたしま
す。

■幹事報告

本日のプログラム

馬渡秀光会員

小坂泰一郎

今回の IＭは宮崎県内４分区全体での開催でし

○ 小林ＲＣ…例会変更 3/3（火）→3/4（木）
18:00- 月見荘（えびの）
＊３ＲＣ合同例会のため
○ 米山記念奨学会……功労クラブ（５回目）
米山ハイライト１２０号
○ RI 本部……書簡
■クラブ報告事項
＊ 前野 益孝氏 1/31 付 退会

た。基調講演もすばらしく感銘を受けました。
午後からの「地域に根ざすロータリー」のテーマ
によるクラブ会員発表と、奉仕団体発表も非常に
よかったと思います。今回は西部分区以外の活動
内容も聞くことが出来て参考になりました。

最勝寺俊昌会員
３年振りにＩＭに参
加しました。新鮮な気
持ちになりました。

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

５５名
４名
４０＋３名
79.63％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

2/3
2/10

98.10％
96.15％

串間 萩原 今井 大吉 上田
吉元 脇丸 工藤 吉田 福永直
中村静

ＭＵ有会員
2/14

ＩＭ

棈松 吉元 草水 萩原 中村静
井福 木佐貫 河中 三坂 四季
福永忍 長友 天水 小俵 中山
高橋 最勝寺 徳重 馬渡 小坂
川口 外山 平川 永野 盛田
高辺 福本 上田

２/16

北

上田 中村静 藤岡 岩下 吉元
萩原 吉田 山浦

ＭＵ無会員
2/3

脇丸

要ＭＵ会員
2/10

脇丸 串間

□ＳＡＡ報告
◎ ニコニコ箱
丸山

照明…全社員で新年会霧島ホテル１泊研修が
出来ました。
吉原 信幸…先週金曜日夕方５時からのＮＨＫいっ
ちゃがＴＶに商工会議所青年部として生
出演しました。放送見たよ！とかでちょ
たねとか言われ、少しだけ有名人になり
ました。
岩橋 辰也…会長の時間、何時も素晴らしいお話を頂
きありがとうございます。
井福 博文…カンボジアの社会奉仕にご理解頂きま
してありがとうございます
小坂泰一郎…2/14 のＩＭに多数の参加ありがとうご
ざいました
小坂泰一郎…馬渡会員、最勝寺会員素晴らしいＩＭ報
告ありがとうございました
小坂泰一郎…井福会長、串間会員カンボジアでまじめ
に頑張って来て下さいネ
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

◎今後のプログラム 予定
２／２４
社会奉仕担当 卓話
３／３
特別休会
３／１０
教育振興基金担当
３／１７
職業奉仕賞
３／２４
インターアクト担当
３／３１ → ２６に変更。東ウルサン歓迎観桜会

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

竹と風の学校

2／17
9,000
1,995
0
0
0

計
292,398
67,477
264,780
209,000
117,000
51,629

＊雑誌会報インターネット委員会
高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉
前野益孝
ロータリー事務局
制作
※紙面の都合上、順番が違っておりますがご了承下さい。

