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第４２７回 親睦例会      
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本日のプログラム ９月１３日（水） 
 卓話 熊谷警察署長 門井由之様 

今 週 の 主 役  ハッピィバースデー乙女座のお二人 

お二人のプロフィールを紹介します  
榎本信哉会員： 9月 22日生まれ   乙女座 

今年で御年 52歳 
        ラッキーカラー コバルトブルー 
    趣味 旅行・映画鑑賞・ニコニコＢＯＸ投函  
山口 茂 会長： 9月 19日生まれ   乙女座 

10年取って今年で 51歳 
なぜか榎本さんより若いそうです 

       ラッキーカラー ペパーミントグリーン 
  趣味 クレー射撃・ラテン音楽・みんなに奢ること 

松本幸久 親睦活動委員長 



   
 

 
 会長 山口 茂 

 
皆さん今晩は。 
本日は皆さんが例会日で唱和されているロータリ

ーの綱領について、少しお話してみたいと思います。 
ロータリーの綱領は、その原文がObject of Rotary 
であることから、ロータリーの目的そのものである

と考える必要があります。ロータリーの会員となる

為には、ロータリーの綱領を受諾し、定款細則を遵

守する事を誓約した人だけが、ロータリアンとして

の特権が与えられ、いかなる理由があろうとも、そ

の事を知らなかったとか、その事が書かれた印刷物

を受け取っていないという言い訳は認められません。

綱領受諾を条件に入会を認めるという事です。 
ロータリークラブへの入会は、本人の希望によっ

て進められるのではなく、クラブ側が独自の基準に

よって会員としてふさわしいかどうかを判定するこ

とで決定します。 
クラブ側の選考基準によって会員を選ぶという原

則を貫き、綱領受諾と定款細則の遵守という前提条

件を課すことによって、ロータリーの考え方にマッ

チした会員のみを厳選しようという方法です。 
ロータリーの目的を簡潔に表明したのが綱領で、

ロータリー創設当初から現在までの綱領の変遷を知

る事によって、ロータリーの考え方の変化を知るこ

とが出来ます。 
 
1906年 1月、シカゴクラブ定款がはじめて制定さ
れた。まだその時点では綱領は存在していない。2
か条の定款そのものが、綱領の役目を兼ねていた。 
第1条 本クラブ会員の事業上の利益の増大 
第2条 通常社交クラブに付随する親睦及びそ

の他の特に必要と思われる事項の推進 
 
1906年 12月に改正され、シカゴクラブ定款 
第3条 シカゴ市の最大の利益を推進し、シカ

ゴ市民の誇りと忠誠心を市民の間に広

める 
が追加され、シカゴという市の名前はテリトリーを

表す名前に置き換えられて使われた。シカゴ市民と

しての忠誠という言葉で奉仕概念が導入された。 
 
1910年に全米16クラブの連合体として全国ロータ
リークラブ連合会が結成された。 
 
1912年、アメリカ以外の国にロータリーが拡大され、
連合会の名称が国際ロータリークラブ連合会と変更

を機に、綱領が抜本的に改正された(ダルース大会で
綱領として5か条が決まった)。 

 
1915年  サンフランシスコ大会(4か条) 国際ロ    

ータリークラブ連合会綱領 
1915年     〃     (6か条) ロータリ

ークラブ綱領 
1918年  ロンザスシティ大会(4か条) 
1921年  エジンバラ大会 アメリカ本土を離れて

初めてスコットランド大会その中で綱領

に国際奉仕に関する条文が加えられた(5
か条) 

1922年  ロスアンゼルス大会 定款細則が抜本的
に改正された事によって、ロー          

タリーの綱領も大幅に改正された。 
1923年  メキシコシティ大会において、４大奉仕  
          に対応した項目に整理された。 

このメキシコ大会で現在のロータリー

綱領の基になりつつあるものが出来た。 
1951年  アトランティックシティ大会(昭和26年) 

従来の 4か条の綱領が 1か条の本文と 4
つの付随項目となって、現在と同じ綱領

に変更された4か条から成り立っている
から、クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・

国際奉仕としての 4か条と考えている方
もいますが、目的は本文一つなのです。4
項目は、目的を達成する為の付帯事項な

いしは説明であると受けとめて下さい。

ロータリーの綱領の本文すなわちロータ

リーの根幹は職業奉仕にあると言われる

根拠です。 
 
                                                                                                                    

 
 

 

幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 
＊第 1回国際奉仕部門セミナー開催のご案内 
＊ 「友」インターネット速報№２４９ 

２． ロータリー囲碁同好会より 
＊ 「第 5回ロータリー全国囲碁大会」開催の
お知らせ 

３． ロータリーの友事務所より 
＊ 「ロータリーの友」英語版発行のお知らせ 

４． 熊谷の環境を考える連絡協議会より 
＊ くまかんれん第 20号 

５． 高城神社より 
＊ 例大祭のご案内 

６． 交換留学生アシュリーより 
＊ 手紙 

            以上が届いております。 
 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 



 
 
 親睦活動委員会  

松本委員長 
 「9月の会員誕生」 
新井正一会員   9月 8日 
山口 茂会員   9月 19日 
榎本信哉会員   9月 22日 
小野寺弘行会員  9月 24日 
橋本代吉会員   9月 24日 
  「奥様誕生」 
丑久保紀美令夫人 由美子様 9月 4日 
  「結婚記念日」 
富山弘文会員ご夫妻  9月 6日 
 
≪親睦旅行のお知らせ≫ 
山口年度の親睦旅行が決まりました。 
11月 18日（土）・19日（日）・20日（月）の日程
で中国北京への 2泊３日の旅です。山口年度を飾る
メインイベントの一つとして楽しい旅行にしたいと

思いますので、奥様お誘い合わせの上たくさんの方

のご参加をお待ちしております。近日中に詳しい日

程表と参加費用を書いたご案内をお送りしますので、

返事を今月の 19日までに事務局へＦＡＸお願いし
ます。 
 
 職業奉仕委員会  
     馬場委員長 
「会員の 3分間スピーチ」 
 について 
前にもお話した会員の 

3分間スピーチを 9月 20日の例会から行ないます。 
基本的に毎例会日に幹事報告と委員会報告の間に 
1名ずつ行ないます。外部から卓話者をお招きした
時はなしにします。人選は私委員長が決めて指名さ

せて頂きます。会報には載せないようにしますので

原稿は要りませんし、その分面白い話を聞かせて下

さい。 
「職場訪問について」 
職場訪問が10月 11日（水）に決定しました。行先
は山口会長のご推薦で笠間市の新ＳＫＢ工場（銃砲

製作所）で射撃に使う銃の組み立てラインを見学し

ます。バスをチャーターしますので大勢の参加をお

願いします。詳細は後日ご案内致します。 
 
 出 席 報 告 
     
     加藤公一委員長 
 
例会日 ９月６日 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８ ２１  １５  ２ ６１％ 

 
 ニ コ ニ コ B OX 

 

井上哲孝委員長 

 

山口茂会長 
 皆さん、今晩は。紀子様男子ご出産との事で、皇

位継承順位は３位となり、本日は、松本親睦委員

長のワインです。皆様もぜひ、親睦を深めながら、

お祝いしましょう。理事、役員の皆様、本日の理

事会、ありがとうございました。 
渡邊藤男幹事 
 本日は親睦例会です。松本委員長、宜しくお願い

します。 
飯塚幸一会員 
 御陰様で、発表会も大盛況にて幕を引く事が出来

ました。当日御来場を頂いたメンバー、又御花、

御芳志を頂き、心より感謝申し上げます。有難う

御座居ました。清水美紀さんの艶姿！如何でし

た？婿を紹介してやって下さい。 
島﨑次弘会員 
① 大野さん復帰おめでとう！親睦例会で復帰を
飾るなんて大野さんらしいですね。でもお酒

はチョットだけよ。 
今日は会報作りをミスしてしまいまして

95％作った所でパソコンの画面から消えて
しまってどこに行ってしまったのかわかりま

せん。迷子です。ゴメンナサイ。来週作り直

します。 
② 飯塚さん日曜日の発表会、満員の大盛況おめ
でとうございます。ロータリーでは出席率向

上と会員増強が永遠のテーマですが、飯塚さ

んがなぜあんなきれいな奥さんをつかまえら

れたのか、私にとっては永遠の七不思議です。 
③ 清水さんお疲れ様でした。舞台の真ん中でバ
ッチリ目立ってましたよ。隣の席の山口さん

がしきりに色っぽい色っぽいと叫んでいまし

た。どうみても芸術を見ている目ではありま

せんでした。実を言うと今年度は事務局多忙

のためきっと練習不足で大変なのではないか

と出席した会員一同とても心配しておりまし

た。とても素晴らしいバレエで良かったです。

ワタナベさん、コメントを一言どうぞ！ 
李一孝会員 
 インターネットは本当に凄いです。さいたま市か

ら通う患者様がいらっしゃるようになりました。

さらなる職業奉仕に努めたいと思います。 
棚澤正行会員 
 本日の親睦例会、委員長の松本さん！シャンパン

ごちそう様です。 
佐川順一会員 
 秋篠宮殿下に男子誕生おめでとうございます。皇

委 員 会 報 告 



室継承問題これで解決するでしょう。景気も快復

するといいですね。 
加藤博会員 
 先日文月玲バレエスタジオの発表会には、大変楽

しませていただきました。事務局の清水さんの踊

りは大変素晴らしかったです。これからも、バレ

エに頑張って下さい。 
岡部俊之会員 
 大野さんよかった、よかった。親王誕生もよかっ

た。大野さん飲み過ぎだけはよくないんだよ。  
吉田博三会員 
 親王殿下の御誕生、誠におめでとうございます。

明るいニュースでほっとしました。 
澤田將信会員 
 サワタで～す。本日のテーブル花、私が作ったよ

～。 
岡本庄一郎会員 
 飯塚さん、先日はバレエの発表会、お目出とうご

ざいました。奥様の素晴らしいバレエもさる事な

がら、清水さんの主役ぶりが非常に光りました。

すごいの一言です。 
馬場孝会員 
 こんばんは、馬場です。職場訪問が 10月11日(水)
に決まりました。大勢の出席をお願い致します。 

榎本信哉会員 
 今月は誕生月です。天皇家の孫と同じ月ですが、

別にどおってことないか。 
萎沢利行会員 
 都合で欠席致します。 
大野英夫会員 
 皆さん入院中は大変ご心配をいただきありがとう

ございました。おかげさまで、元気に例会に出席

する事が出来ました。皆様の顔がまぶしいです。

今後ともよろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松本幸久会員 
 今晩は、松本です。今日は親睦例会を楽しんで行

って下さい!! 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。3 回ばかり例会休ん
でしまって申し訳ありませんでした。また楽しい

ロータリーに来れて幸せです。今後とも宜しくお

願いします。大野さんロータリーカンバックおめ

でとうございます。これからも仲良くして下さい

ね!! 
井上哲孝会員 
 皆さんこんばんは!!本日もたくさんのご投函、本
当にありがとうございます。次週も宜しくお願い

致します。今日は秋篠宮家に待望のご親王が誕生

され、又、大野さんの晴れやかなお顔も拝見でき、

本当にいい日になりました。めでたしめでたし。

以上です。 
［会員誕生］ 
山口茂会長 
 10年とって51才になりました。これからますま
す元気に頑張っていきますので、皆様どうか、い

じめないで下さい。 
榎本信哉会員 
 本年で52才になります。50才をすぎると家族に
も見放されてしまい、さびしい誕生日ですが、ロ

ータリーの皆様に祝っていただき、うれしく思い

ます。 
［投函率］９０．５％ 
［進捗率］２７．９％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  元気に復帰の挨拶をする大野英夫会員 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 
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