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ロータリアンとは 

☆ロータリアンの資格 

ロータリークラブの会員には、社会の第一線で活躍されている会社

の経営者、役員、支店長さん、また、お医者さん、弁護士さん、薬

剤師さん、会計士さん、お坊さんなど専門職に従事されている方な

ら、どなたでも入会資格があります。 

かつては、「ひとつの職種から一人だけ」選ばれて、その地域にお

けるその方の職業の代表者として会員になっていただきましたが、現在では規

定が変わり、ひとつの職種から５名までに改定されております。 

 

特別な肩書きや地位は全く関係ありません。 

異業種の情報や友人の欲しい人。 

ご自分の職業を愛し、努力している人で、社会の人々のために、ささやかでも

何か役立ちたいという心をお持ちの方。 

また知性と友愛の精神を尊重し実践しようと努力される人。 

こういう方々が会員として最適の人といえましょう。 

 

☆ロータリアンライフ 

そもそもロータリークラブは孤独な人達の「友情と親睦の渇望」から生まれま

した。その後、親睦を通じて生まれたエネルギーをもって「他人に対する思い

やりの心」を奉仕の規範とし、「他人のために尽くそう」と努力している団体な

のです。 

 

ロータリアンは自己の日常の家庭生活においても、職業生活や社会生活におい

ても、また、国際的な問題に直面した場合にも、 

 

 

＝ロータリーの四つのテスト＝ 

真実かどうか 

      みんなに公平か 

      好意と友情を深めるか 

      みんなの為になるかどうか   …と、心に誓って行動しています。 
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ロータリークラブの誕生 

 

開拓時代の米国。シカゴ市の青年弁護士ポール・ハリスは一生懸命に働いて事

業は成功していたのですが、彼の孤独感は強まる一方でした。      

「友人が欲しい。お互いに心を許しあい、語り合える友を選び親睦の団体を作

れないものだろうか」と考えました。 

1905 年 3 名の仲間を集めて会合を持ったのがロータリーの始まりでした。 

例会場は各々の家庭や職場を転々と持ち回りしていたことから、会合の名称は

「ロータリー」と名付けられました。 

 

 

 

現在では、世界 200 以上の国の地域に広がり、、クラブ数 35,399 のロータリー

クラブに会員総数 1,207,913 人（2016年 7月 1日ＲＩ公式発表）の男女の会員（ロー

タリアン）が、奉仕の理想を実現すべく活動しています。 

日本のロータリーは 1920 年創立、1921 年に認証された東京ロータリークラブ

が最初でした。現在、日本全体では、34地区、クラブ数は 2,265、会員数 88,951

人（2016年 8月末現在）米国に次ぐ会員数を占めています。 

横浜市・川崎市は第 2590地区と呼ばれ、57クラブ（横浜市：38RC 川崎市：19RC）、

2,079人の会員がおります。（2016年 11 月末日現在） 

地区の統括者をガバナーと呼びます。ロータリーでは毎年７月～翌年６月まで

を１ロータリー年度とし、ガバナーも国際ロータリーの会長と共に１年毎に交

代します。 
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ロータリークラブでの親睦と奉仕 

☆はじめに「親睦」あり 

ロータリークラブは多くの友人を作り、会員相互の親睦を第一義と

した団体です。異業種交流の場でもあります。心の許せる友と語り

合い、学びあい、信頼を深め、職業に有益な情報を交換するのです。 

 

☆「奉仕」のめばえ 

善意あふれる会員相互の親睦と信頼は高揚し、親睦活動を通して生まれたエネ

ルギーは世のため、人のためへの奉仕の心を芽生えさせ、奉仕の心の実践へと

広がります。 

ロータリークラブは数多くの奉仕活動を経験しておりますが、本来は寄付団体

でも慈善団体でもありません。 

「信号を渡る人がいたならば、杖や物を用意するのは他の慈善団体です。ロー

タリアンはそっとそばに寄って静かに手をさしのべ、共に体温が分かち合える

よう、一緒に信号を渡ってあげる」のです。 

 

☆「私は奉仕する（I Serve）職場で、社会に、世界に」 

ロータリークラブの奉仕活動は原則として会員一人ひとりを単位として、自ら

の意志で参加していくことが基本となっています。 

また、一方では、クラブ単位あるいは、すべてのロータリークラブがまとまっ

て行う奉仕活動も盛んに行われています。 

ロータリアンの奉仕活動は各人の職業を通して、家庭生活・社会生活を通して

実践されます。 

すなわち、職業上では社員や関係先に満足が与えられるようにと心を配ります。

また、地域社会の弱者への手助けをしたり、国際社会では飢餓の救済や疫病の

撲滅、奨学生の交換や派遣など具体的な成果は数多くみられます。 
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ロータリークラブの例会場では 

 

横浜港南ロータリークラブの例会は、毎週水曜日に京急百貨店の 10 階バンケッ

トルーム「リヴァージュ」で行われ、昼食会として 1 時間開催されます。 

 

会員はこの例会に出席する権利と義務があります。 

クラブの例会に欠席した場合には、その例会日の前後 2 週間の間に、メイクア

ップと称し、他のクラブの例会に出席し、欠席を補填することができます。 

会員は、メイクアップとして、近隣でも、また国内・海外のあらゆるロータリ

ークラブの例会に出席できる権利を有しています。 

例会の前半は共に食事をしながらクラブの連絡事項や報告を聞きます。 

例会の後半は多彩なゲストスピーカーによる卓話の時間になります。 

珍しい事柄、新しい情報に耳を傾ける楽しい時間です。 

終了後にはお茶を飲みながら会員同志の語らいの場もあります。 

 

例会は時には夕方の懇親パーティー、旅行会、家族親睦会など多岐にわたるプ

ログラムが企画されます。 

同好会では、ゴルフやハイキング、観劇等、趣味を通じての親睦が図られます。 

 

会員はロータリーの中に特定の政党、宗教など主義主張を持ち込むことは厳禁

されています。 

 

 

 

京急百貨店１０Ｆ「リヴァージュ」にて例会。 
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ロータリークラブの運営 

☆会員はすべて平等に。費用は全員均等分担。 

ロータリークラブの運営は会員全員で行います。「一人の英雄も一人の非協力者

もいない」ことが最も好ましいとされます。 

会員はすべて平等の立場で同じ権利と義務を有しています。 

ロータリークラブの役員はすべて 1 年の任期で交代します。 

 

例会費、事務局経費、運営費など運営に係る一切の経費（一般会計）は会員全

員で均等に負担します。 

どこからも助成金のような資金はいただいていません。 

しかも、拠出していただいた会費等の大半はご自分のための経費（食事代など）

ですから、ロータリアンであることの素晴らしさを考えるとき、有意義で、上

手なお金の使い方と感じることでしょう。 

 

☆ニコニコボックス 

「○○さん昨日はご馳走になりました。」 

「前回の懇親会は盛会でした。会費の余りをニコニコへ。」 

「孫ができました。ジジィです。」 

こんなメッセージ（スマイルレポート）に 1,000 円程度を添えてニコニコボッ

クスの中へ。 

ご自身の嬉しかったこと等を会員の皆様に聞かせたい！ 会員の動向が良く分

かるのです。 

こうして集まった資金は奉仕活動の資金（特別会計）になります。 
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ロータリークラブと奨学生 

 

Q: ロータリーの奨学生がとても多いと聞いているのですが・・・？ 

 

良くご存知ですね。世界的規模の「ロータリー財団」、日本独自の

「米山記念奨学会」は民間としては最大規模の奨学制度です。卒業生には国家

元首、首長、はたまた各界の著名人や実業家を数多く輩出しています。 

 

これらの基金は会員一人ひとりの善意の浄財により運営されてきました。 

長い期間を経て確立された素晴らしい実績でもあるのです。 

 

ロータリーの奉仕活動は奨学制度ばかりではなく、国の内外を問わず、幅広く

多岐にわたって行われています。 
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ライオンズクラブとのちがい 

   

 

「自由を守り、知性を重んじ、           L   

 Liberty     Intelligence                     I 

          我々の  国の  安全を図る」     O 

           Our     Nations    Safety               N         

  S         

 

 

ライオンズクラブはロータリークラブに 15年程遅れて、やはりシカゴで誕生し

た社会奉仕団体です。設立の目的や綱領は良く似ていますが、奉仕活動に取り

組む方法が違います。 

 

☆奉仕活動の取り組み方のちがい 

ライオンズクラブが奉仕活動を行なう時には「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。 

 

ロータリークラブには全員がまとまって行なう奉仕活動も沢山ありますが、基

本的には「会員一人ひとりが奉仕活動の単位」なのです。 

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、はたまた社会に、世界に奉仕しょう」╍╍との考え方が基本となって

います。 

 

☆例会開催 

ロータリークラブの例会は原則毎週 1 回の昼食会です。週ごとの友との出会い

の場は「ロータリーの真髄は親睦なり！」を第一義としていることにほかなり

ません。このことから、会員相互の友情は、遠く離れた兄弟や親戚よりも深い

絆で結ばれるのです。 

ライオンズクラブは月 2 回の主に夜の例会です。 

 

 

ライオン
．．．．

では 

ありません！？ 
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ロータリーのよろこび 

 

多くの友人を作ることが出来ます。 

社会を明るくする多くの奉仕活動に参加することが出来ます。 

そして、私たちの奉仕活動が地域社会の人々の共感を得て奉

仕の輪が広がります。 

この喜びこそが最高の生甲斐であり誇りなのです。 

 

 
 

「お分かりいただけましたか？」 

最後に、再び「ロータリーとは何か」の解答として、次のように考えては如何

でしょうか。 

ロータリーは思いやりのある平和な社会作りを目指しています。 

このような社会の改良に奉仕するものはロータリアン一人ひとりです。 

ロータリアン自身の心の改善、すなわち奉仕の心の涵養はロータリークラブの

例会の親睦を通して助長されるものです。 

したがって、ロータリーにあっては教師がいません。ロータリアン全員が教師

であり、また、全員が生徒です。つまり、ロータリーは自己を教育する場なの

です。 

「例会場に入りて学び、例会場を出でて奉仕せよ」といわれる所以です。 
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ぜひ、例会へ見学においで下さい。お待ちしてい

ます。 

 横浜港南ロータリークラブ 

【国際ロータリー第 2590 地区・第 7 グループ】 

 

 

創 立   昭和 44 年（1969 年）9 月 26 日 

例会日   毎週水曜日 12 時 30 分より 13 時 30 分 

例会場   上大岡京急百貨店 10 階バンケットルーム「リヴァージュ」 

      横浜市港南区上大岡西１－６－１ 

      TEL.  045-848-1111 

事務所   横浜市港南区上大岡西１－１３－２３タウンサイト 41-302 号 

      TEL.  045-846-5111 

      FAX.    045-846-5129  

      e-mail   konan.rc@nifty.com  

      HP URL http://www.konan-rc.org/index.html 

（執務日 月・水 10 時～4 時） 

会 費   （年額）330,000 円（半期に 165,000 円納入） 

振込口座  横浜銀行 上大岡支店  普通 No.1699967 

口座名義  「横浜港南ロータリークラブ」 

構 成    

【役員・理事】 

会 長 １名    副会長 1 名(2 名)    幹 事 １名    理 事 10 名 

【各委員会】 

☆クラブ奉仕委員会 

    会場監督委員会・会員増強選考委員会・出席委員会・研修委員会 

    プログラム委員会・親睦委員会・合唱委員会・会報委員会 

雑誌広報委員会 

☆職業奉仕委員会 

☆社会奉仕委員会 

☆国際奉仕委員会 

    ロータリー財団委員会・米山記念奨学委員会 

☆青少年奉仕委員会 

    青少年交換委員会 

http://www.konan-rc.org/index.html
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この小冊子は、第 2590 地区ロータリー情報委員会が発行した「ロータリークラブのあらま

し」をベースに、地区のご了解のもとに作成しました。 


