
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間：古内一二副会長      

              鈴木会長が欠席なので「会長の時間」の代理を務めさせていただきます。 

             前回は 松下幸之助氏が「大阪ＲＣクラブの会員」だったってこと「東京の浅草 

             寺の大提灯は 幸之助氏が寄贈したもの」ってこと「サンヨーの創業者が実は幸 

             之助氏の妻の実弟である」ってことの話をさせていただきましたが、今回は松下 

             幸之助氏の著書についての話をしたいと思います。 

              皆さん「PHP」ってご存知ですか、これは「 Peace and Happiness through 

             Prosperity」の略で「繁栄によって平和と幸福を」という意味です。このスロー 

             ガンを基に昭和２１年に「PHP 研究所」を設立したのが松下幸之助氏なのです。 

 幸之助氏は生涯で 181 冊の本を出版し、そのほとんどをＰＨＰ研究所が発行していますが、その中でのベス

トセラーが「道をひらく」です。 ＰＨＰの中から幸之助氏の講話の 121 を集めたものです 本日はその中か

ら一部割愛して３つほど紹介して「会長の時間」といたします.  

一つ目は「転んでも」という題です。「七転び八起き」ということわざがある 何度失敗してもこれに屈せず奮  

 い立つ姿をいったものである 人生は長い 世の中は広い だから失敗もする 悲観もする そんな時この 

 ことわざは有難い だが 七度転んでも八度目に起きればよい などと呑気に考えるならばこれはいささか  

 愚である 一度ころんで気が付かなければ七度転んでも同じこと 一度で気のつく人間になりたい  

二つ目は「志を立てよう」志を立てよう 本気になって 真剣に志をたてよう 命を懸けるほどの思いで志を  

 たてよう 志を立てれば事はもはや半ば達成られたといってよい 志を立てるのに老いも若きもない そし 

 て 志あるところ老いも若きも道は必ず開けるのである 今までのさまざまの道程において いくたびか志 

 を立て いくたびか道を失いまた挫折したこともあったであろう しかし 道がない 道が開けぬというの 

 は その志になお弱きものがあったからではなかろうか つまり 何か事をなしたいというその思いに今一 

 つ欠けるところがあったからではなかろうか 

というものです いずれ内容も非常に厳しいものです。  

 最後に「道をひらく」の中で一番有名な「道」という文を紹介します。 

自分には自分に与えられた道がある 天与の尊い道がある どんな道かは知らないが ほかの人には歩めない 

自分だけしか歩めない 二度と歩めぬ かけがえのないこの道 広い時もある 狭い時もある のぼりもあれ

ば くだりもある坦々とした時もあれば かき分けかき分け汗を流す時もある 他人の道に心をうばわれ 試

案にくれてたちすくんでいても 道はすこしもひらけない 道をひらくためには まず歩まなければならぬ 

心を定め 懸命にあゆまねばならぬ それがたとへ遠い道のように思えても 休まず歩む姿からは必ず新たな

道がひらけ 深い喜びもそこから生まれてくる 
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大船渡西ロータリークラブ会報 



 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

１ ガバナー事務所より 

・ 9 月のロータリーレート 1 ドル 106 円と連絡ありました。 

・ ロータリー・リーダーシップ研究会パート１の案内が届いています。    

   日 時 10 月 5 日(土）午前 8 時 30 分集合 午後 4 時 30 分終了 

   会 場 仙台迎賓館 斎苑 

   締切り 9 月 26 日先着 36 名 参加料 2,500 円 

・ ガバナー月信投稿コーナー「おらほのレジェンド＆ホープ」投稿のお願いが届いています。 

   募集期間 9 月 2 日～11 月 29 日 

 

◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★今野義也社会奉仕委員長  例会終了後「育みの像」整備作業を行います。 担当は、３班です。 

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                社会奉仕アワー ： 今野義也委員長卓話 

 

            社会奉仕について 

             一般的な「奉仕」とは 

              奉仕とは、報酬や見返りを求めずに労働や行動を行うことを言います。自分の 

             ことではなく他人のことを考えて行動する様をいいます。つまり私心を捨てて、 

             社会や他人の為に尽くすことを奉仕と呼びます。隣人や周りの人、困っている人 

             への救援や、援助も奉仕というでしょう。奉仕は英語でいうサービスですが、サ

ービスの語源は、ラテン語でいう「奴隷」が語源となっていると言えます。奉仕といえば、仕えるという意味

が一般的ですが、この仕えるという意味が転じて「奴隷」という意味になったと言われています。サービスの

語源からもわかるように、奉仕という言葉には、仕えるや尽くすという意味が大きいと言えます。奉仕という

言葉の類語は、「寄与」「サービス」「勤労」ということになります。また奉仕という言葉には、対義語と言われ

る言葉はありません。 

今なぜ「奉仕活動・体験活動」を推進する必要があるのか 

「奉仕活動」を行うことは，個人に生涯にわたる主体的な学習の契機や社会参加の場を提供し，個人が自己実

現をし，豊かな人生を送るための鍵ともなり，「個人がより良く生き，より良い社会を創る」ことにつながる。

周囲の人々や地域のために何かを行うことに喜びを感じ「奉仕活動」をごく自然に行うことができるように，

社会全体で活動に取り組みやすい環境づくりをすることが求められる。 

◎「奉仕活動」の例 

１．保健，医療又は福祉の増進を図る活動  

（例）高齢者・障害者・子どもたちへの支援活動，子育て支援サポート，ホームヘルプ活動・デイケア， 

   グループホーム，移送，食事サービス，家事援助，介護，福祉マップ作成，声かけ・見守り・話し相手， 

   病院ボランティア，献血支援  等 

２．教育の推進を図る活動  

（例）社会教育講座の講師，行事・イベントの運営，いじめ１１０番などの相談活動，図書館・博物館等での 

   ボランティア，「総合的学習の時間」等の学校の活動の指導者・協力者，場の提供  等 

 



３．まちづくりの推進を図る活動  

（例）地域興し，町並み保存，商店街の活性化，花いっぱい運動，町の清掃，都市と農村の交流，地域情報誌 

   の発行，街づくりの政策提言  等 

４．文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動  

（例）オーケストラ，劇団などの運営，音楽会，演劇や映画などの開催，博物館・美術館等のガイドボランテ 

   ィア，祭りなど伝統文化の継承・発展，スポーツ大会の開催，地域でのスポーツ指導  等 

５．環境保全を図る活動  

（例）リサイクル，募金，ナショナルトラスト，大気汚染調査，公園ボランティア，野鳥・森林の保護，道路， 

   河川や港湾の清掃 

６．災害救援活動  

（例）震災・風水害被害復旧支援，災害ボランティア，消防団活動，防災  等 

７．地域安全活動  

（例）防犯，街灯の設置・点検，安全の維持  等 

８．人権の擁護又は平和の推進を図る活動  

（例）社会を明るくする運動，犯罪被害者の支援  等 

９．国際協力活動  

（例）発展途上国・紛争地域への人道支援（募金，援助物資送付），ホームステイの受入れ，留学生支援， 

   外国人への観光案内，ＮＧＯ活動への参加・協力  等 

１０．男女共同参画社会の形成の促進を図るための活動   

（例）性差別の撤廃，セクハラの撲滅  等 

１１．子どもの健全育成を図る活動  

（例）子どもの世話や遊びへの協力，青少年の体験活動への協力（活動の指導者，職業体験，自然体験等活動 

   の場所の提供），地域の見回り  等 

１２．以上の活動を行う団体等の運営又は活動に関する連絡，助言，援助  

（例）団体への情報提供，相互調整，経理処理・人事・労務管理等運営ノウハウ提供，活動にかかわる安全 

   管理  等 

 

社会奉仕団体の基礎知識「ロータリークラブとライオンズクラブ」 

 ライオンズクラブが奉仕活動を行う時には「我々は奉仕する（We Serve）」。すなわちクラブ全体でまとまっ

て一つの事業に基金を拠出します。原則として個人個人では奉仕しません。一方、ロータリークラブは、全員

がまとまって行う奉仕活動も沢山ありますが、基本的には「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。すなわち、

「私は奉仕する（I Serve）」「自己の責任と判断において、自分の職業を通して、社会に、世界に奉仕しよう」

という考え方が基本となっています。以上のように奉仕活動に対する取り組み方のニュアンス的な違いがあり

ます。 

 

世界の３大社会奉仕団体のひとつ ～ キワニスクラブ 

 キワニスクラブは 90年以上前に米国デトロイトで発祥した社会奉仕団体。ロータリークラブ、ライオンズク

ラブと並び称される世界３大社会奉仕団体のひとつ。世界に 30万人の会員を擁し、日本（国際キワニス日本地

区）には 1,500人の会員がいる。東京（社団法人東京キワニスクラブ）には 220人の会員がいるという。 

 

社会奉仕について 

社会奉仕はロータリーの鼓動とも呼ばれてきましたが、これはロータリーの綱領の第3項を遂行するものです。 

・ロータリーの最初の社会奉仕プロジェクトは、1907年に実施されました。ポール・ハリスがイリノイ州シカ 

 ゴの市役所に公衆便所を設置するキャンペーンを始めたときです。 

http://www.biz-design.co.jp/blog/2008/11/19/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%ef%bc%93%e5%a4%a7%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%a5%89%e4%bb%95%e5%9b%a3%e4%bd%93%e3%81%ae%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%80%80%e3%82%ad%e3%83%af%e3%83%8b%e3%82%b9/
http://www.japankiwanis.or.jp/
http://www.japankiwanis.or.jp/
http://www.japankiwanis.or.jp/tokyo/index.htm


・その頃、ロータリー運動の目的が｢親睦｣と｢事業上の利益の増大｣から転換されたことによって、それ以後数 

 年の間、親睦と奉仕を巡ってシカゴクラブは大揺れに揺れました。 

・1910年：当時 16クラブまで拡大されていたロータリークラブの連合体である全米ロータリークラブ連合会が 

 結成され、それ以後、奉仕・拡大派の活動の拠点はシカゴを離れてこの全米ロータリークラブ連合会へと移 

 りましたが、ロータリーの内部における社会奉仕のあり方について、個人の奉仕かクラブとしての奉仕か、 

 理論派と実行派との間にはげしい対立が生じ、ロータリー分裂の危機を招くに至りました。 

・決議 23－34採択 社会奉仕に関するロータリーの方針 

 このような時に、1923年セント・ルイス大会においてあの有名な決議 23－34号が採択されたのです。これに 

 よって社会奉仕に関するロータリーの方針が決まったわけですが、ロータリーにおける社会奉仕とは、｢ロー 

 タリアンのすべてがその個人的生活、事業生活、および社会生活に奉仕の理想を適応することを奨励、育成 

 することである。｣とし、奉仕の実践はロータリアン個人で行うことが原則ですが、クラブが会員の教育的効 

 果を狙って実施する社会奉仕活動を制限するものではないとしました。 

 個人個人が確固たる自主性と個別の目標を持ちながら、結果として一緒に活動すること、つまり Individual  

 Collectively Activity にロータリーの団体奉仕活動の特徴があるとしたのです。 

・その後２、3の訂正を経て今日に至りましたが、 

・決議 92－286採択 社会奉仕に関する新方針 

 1992年の規定審議会で、社会奉仕に関する新声明として｢決議 92－285｣が採択されました。これには｢決議 23 

 －34｣と共に使用されるという但し書きが着いていますが、個人奉仕と共にクラブの団体奉仕を推奨し、更に 

 RIが積極的に奉仕の実践例を提案することが銘記されています。 

１．地域社会内の奉仕の機会を定期的に検討し、各クラブ会員に地域ニーズを評価させること。 

２．社会奉仕プロジェクトを実施するに当っては、会員の得意とする職業上の能力や趣の力を生かすこと。 

３．どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要であると認識したうえで、地域ニーズを汲 

  み、地域内のクラブの立場や力量を勘案してプロジェクトを始めること。 

４．各種社会奉仕活動を秩序立てるために、ロータリー・クラブが提唱するインターアクト・クラブ、ロータ 

  ーアクト・クラブ、ロータリー村落共同隊、その他のグループと緊密に協力すること。 

５．国際レベルのロータリー・プログラムと活動を通じて社会奉仕プロジェクトを強化する機会を確認するこ 

  と。 

６．社会奉仕プロジェクトの実行に当っては、望ましく、また、実施可能な限り、必要とされる資金や人材の 

  提供までも含めて、地域社会にも参加を求めること。 

７．社会奉仕の目標を達成するために、ＲＩの方針に沿って他団体と協力すること。 

８．社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにすること。 

９．社会奉仕活動において他の団体の共同参加を促進する触媒としての役割を果たすこと。 

10．もしそれが適当であるならば、公共組織、奉仕団体、その他諸団体に、継続中のプロジェクトを委譲する 

  こと。そうすれば、ロータリー・クラブは新プロジェクトに携わることが可能となる。 

決議 92－286の趣旨および効果 

 本提案は、1923年、1926年、1936年、1964年、1966年に RI国際大会で採択された声明とともに使う社会奉

仕に関する新しい声明を採択しようとするもので、クラブに、いろいろな方法で社会奉仕に参加するよう奨励

するものであり、また、国際ロータリーの義務として、社会奉仕に関する情報を伝え、ロータリーの綱領を推

進し、参加を望むロータリアンやロータリークラブや地区の努力に、より役立つと思われるプログラムやプロ

ジェクトを適宜提案することを、正式に認めようとするものです。（1992年 RI理事会決議） 

RIが推奨する社会奉仕活動 

 ・環境保全 ・新世代対策  ・識字率の向上  ・薬物乱用  ・平和な都市づくり ・高齢者対策 

 ・身体障害者対策 ・エイズ教育 ・ロータリー地域社会共同隊 その他 

 以上のように、｢決議 23－34｣では、ロータリーにおける社会奉仕とは、｢ロータリアンのすべてがその個人的



生活、事業生活、および社会生活に奉仕の理想を適応することを奨励、育成することである。｣とし、奉仕の実

践はロータリアン個人で行うことが原則ですが、クラブが会員の教育的効果を狙って実施する社会奉仕活動を

制限するものではないとしました。そして、個人個人が確固たる自主性と個別の目標を持ちながら、結果とし

て一緒に活動すること、つまり Individual Collectively Activity にロータリーの団体奉仕活動の特徴がある

としたのです。 

 ところが、｢決議 92－286｣では、個人奉仕と共にクラブの団体奉仕を推奨し、更に RIが積極的に奉仕の実践

例を提案することが銘記されています。 

 つまり、｢決議 23－34｣と｢決議 92－286｣の大きな違いは、前者がロータリーの奉仕の実践全般に対する指針

であるのに対して、後者は社会奉仕の実践のみに限られた指針であることがわかります。 

 そこで、これらの社会奉仕活動の実践範囲について考えてみますと、クラブの区域限界を越え、更にその周

辺に限らず、殆どが外国で行われています。従って、既存の国際奉仕活動やロータリー財団の活動との関連を

考え、連携しながら実施することが必要でしょう。 

 このように、社会奉仕の活動範囲が地域社会より地球全体に広がる傾向にありますから、いずれ何年か後に

は、現在の国際奉仕と社会奉仕活動が包含されたものになり、更にロータリー財団の活動も加わって、これら

が渾然一体となって機能していくものと思われます。 

 一例を挙げれば、現在、世界社会奉仕というプログラムは国際奉仕の一部に分類されていますが、これとの

区別もつかなくなり、いずれ整理する必要があると思います。 

 

 

 

 

 

 

            ＝ 例会終了後 「育みの像」清掃・整備 ＝ 


