クラブ概要

ロータリーの歴史
20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰
で、商業道徳の欠如が目につくようになっていました。ち
ょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士
“ポール・ハリス”はこの風潮に堪えかね、友人 3 人と語
らって、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の
付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を
増やしたいという趣旨で、ロータリークラブという会合を
考えました。ロータリーとは、集会を各自の事務所持ち回
りで順番に開くことから名付けられたものです。
こうして 1905 年 2 月 23 日にシカゴ・ロータリークラブ
が誕生しました。
それからは志を同じくするクラブが、
次々
各地に生まれ、国境を越えて、今では世界 200 力国以上の
地域に広がり、クラブ数は 35,709 クラブ、会員数は
1,239,940 人に達しています。(2017 年 06 月 01 日現在)。
■ 日本のロータリー ■
わが国初のロータリークラブは 1920 年 10 月 20 日に創
立された東京ロー夕リークラブで、1921 年 4 月 1 日に世
界で855番目のクラブとして国際ロータリーに加盟が承認
されました。
日本でのロータリークラブ設立については、ポール・ハ
リスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海外拡大に
情熱的に取り組んだ、初代事務総長チェスリー・ペリーと、
創立の準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の
功を忘れることができません。
その後、日本のロータリーは、第 2 次世界大戦の波に洗
われ、
1940 年に国際ロータリーから脱退します。
戦後 1949
年 3 月になって、再び復帰加盟しますが、この時、復帰に
尽力してくれたのが国際ロータリーの 第 3 代事務総長
ジョージ・ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚しい
ものがあります。ロータリー財団への貢献も抜群で、今や
国際ロー夕リーにおける日本の地位は不動のものになりま
した。現在、日本全体でのクラブ数は 2,264 クラブ、会員
数は 89,815 人となっています。
第 2780 地区でのクラブ数は 66 クラブ、会員数は 2,392
人となっています。(2017 年 06 月 01 日現在)。
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横須賀南西ロータリークラブ
地区番号 2780 クラブ番号 14168
〒239-0807
横須賀市根岸町 3-3-8
TEL046-837-1211 FAX046-837-1211
yokosuka-sw-rc@dnsip.ne.jp
http://www.dnsip.ne.jp/~yokosuka-sw-rc
毎週月曜日 12 時 30 分～13 時 30 分
〒239-0807
湘南信用金庫北久里浜支店 2F
横須賀市根岸町 3-3-8
TEL046-837-1211 FAX046-837-1211

2016/05/12
盲導犬の里「富士ハーネス」見学

2016-2017 Rotary International テーマ

四つのテスト

ロータリーに入って良かった

入会のお誘い

職業人としてのロータリアンの心構えを、一般の職業人
にも理解できるように、簡潔かつ的確に纏めたものが［四
つのテスト］です。

1．新しい出会い
自分の職業では得られない多くのすばらしい出会いを提
供。

1．Is it the truth？
真実かどうか
「嘘偽りがないかどうか」という意味です。商取引にお
いて、商品の品質、納期、契約条件などに嘘偽りがない
かどうかは、非常に大切な基準です。

2 世界中で親友を得る
全世界120万人の品性高潔事業場の令名ある親友を得る。

○新しく会員になるには
推薦者が 1 名必要です。職業分類委員会では候補者の職
業を、クラブの職業分類表を参考に検討します。本来は
1業種1名が基本ですが、
最近は大幅に緩和されました。
入会の申し込みを受ければ、理事会にはかり、特に異議
がなければ入会となります。
○金銭的義務
当クラブに入会すると、次のような金銭的負担の義務が
あります。
年会費：¥240,000.-（7 月、11 月、3 月に分納）
○ニコニコ BOX
あなたやご家族の誕生日祝、又は、何か嬉しいことがあ
ったとき等、自分の喜びを表すため例会場に設けられた
「ニコニコ BOX」に寄付をいたします。これは義務では
ありませんが、自分の意志で行っています。
ニコニコBOX は、
対外的奉仕活動の資金となります。
その他、諸会合の会費は原則的に自己負担となっていま
す。個人の意思で行う寄付行為としては、ロータリー財
団および米山記念奨学金の寄付があります。
当ロータリークラブの趣旨に興味のある方やご賛同いた
だける方、この機会に私たちと一緒に活動しましょう。
入会には推薦者が必要ですが、お気軽に会員または、事
務局にお尋ねください。

2．Is it fair to all concerned？
みんなに公平か
「すべての取引先に対して公正かどうか」ということを
意味します。
3．Will it build goodwill and better friendships？
好意と友情を深めるか
その商取引が店の信用を高めると同時に、よりよい人間
関係を築き上げて取引先を増やすかどうかを問うもので
す。
4．Will it be beneficial all concerned？
みんなのためになるかどうか
商取引において適正な利潤を追求することは当然なこと
であり、決して恥ずべきことではありません。ただし、
売り手だけが儲かった、また買い手だけが儲かったので
は公正な取引とは言えません。その商取引によって、す
べての取引先が適正な利潤を得るかどうかを問うもので
す。

3.信用が高まる
ロータリアンであるがために得られる何ものにも代えが
たい信用が得られる。
4.地域社会や世界での奉仕活動の機会が得られる
自分一人では不可能なことも、ロータリー活動を通じて
地域社会に、世界に奉仕する機会を得る。
5.ロータリーは人を作る
毎週例会に出席することで、自分の人間性を高め、人格
が高まる。
6.多くの友を得ることができる
素晴らしいロータリアン同士の友情は心を癒し、親友、
真の友、心の友を得ることができる。
7.自分を成長させる
多くの優れた指導者とのめぐりあいで、自分自身を成長
することができる。

ロータリアンになる条件
 地域で職業を代表して評判のよい人。
 必ず週 1 回の例会に出席のできる性格と健康の持ち主、
自分の時間の裁量ができ、出席条件の整った人。
 人格の立派な人で社交性に欠けないこと。
 地域で指導者たり得る意欲的な職業人で将来性のある
人。
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