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本日のプログラム 

2018-2019年度クラブ方針 

 Take Action and Enjoy! 
   行動を起こそう！そして楽しもう！    

次回のお知らせ 

が革新しました。RCはメイキャップという方法で、自由に興

味のあるクラブを訪問出来る仕組みがあります。是非、

行ってみたいと思いました。 

 さて、クリエイティブな人に共通するところは、どんなとこ

ろがあるのでしょうか？本日はクリエイティブな人の7つの

特徴を紹介します。クリエイティブになるためのヒントが得ら

れるかもしれません。 

①探究心が強い 

 クリエイティブな人は、知りたい・やりたい欲求を満たすま

では行動を止めません。興味のあるものに対してはとこと

ん知り尽くしたいのです。自分が生み出すアイデアは、い

つも最高と思いたいようです。アイデアが降ってきたとき

は、周りの声が耳に入らないこともあります。 

②好きなことであれば時間を忘れる 

 好きなこと、ひらめきを形にするためであれば、寝食を忘

れて取り組みます。クリエイティブな人ののめり込む傾向

は、好きなこと限定で、嫌いなことに関しては、やらなけれ

ばならないことでも最後までやり切るのが困難なようです。 

③物事を抽象化して考える 

 物事の共通点を抜き出して把握する力を「抽象化思考

力」と言います。クリエイティブな人は、抽象化思考力が得

意です。物事の本質を見抜き、その本質の構造を図示す

るのも上手です。また、作業スピードがとても早いのも1つ

の特徴だと思います。 

④内省的である 

 クリエイティブな人は、創造性が平均的な人に比べて、

脳の動きだけでなく心の動きも異なります。自分の心理状

態を把握し、適切にコントロールできているのです。深く辛

い悲しみですら、クリエイティブな活動に活かしているので

しょう。 

⑤変化を厭わない 

 変化する時代の流れに順応して楽しめる人です。激動

する政治や経済の情勢により、世界は従来の価値観が用
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前回の報告（第２９１５回例会） 
令和元年６月２０日(木）  

 

（上野山(栄)会長） 

 

（上野山（栄）会長） 

「クリエイティブ」 

 クリエイティブな人とは、創造

力が優れた人のことです。新し

いものを生み出すのが得意な

人でもあります。アイデアマン

や革新者と呼ばれる人はクリ

エイティブに見えるのではない

でしょうか。皆さんはクリエイ

ティブな人と聞くとどのような人

を想像しますか？私はアップ

ルの創業者スティーブ・ジョブス氏でしょうか？実際、ジョ

ブス氏の居ない今のアップル社は、あまりクリエイティブで

はなくなってしまいました。IT企業や芸術家のみならず、

経営者やリーダーはこのクリエイティブな発想が求められ

るでしょう。ロータリークラブでは必ずしも会長がクリエイ

ティブである必要はないと思います。多くのクリエイティブ

な会員がいれば、変化に対応できる創造的なクラブにな

るのだと思います。 

 語学がクリエイティブの要素とは申しませんが、国際大

会でご一緒した2750地区の服部陽子ガバナーが所属す

る東京広尾RCでは、ホームページを開くと5ヶ国語を選択

できます。例会は英語と日本語で開催しています。多様

（多国籍）なクラブ員がいれば自ずとクリエイティブ性が増

すでしょう。また、先日Facebookを見ていると2015年創立

の東京代官山ロータリークラブが目にとまりました。ある意

味、こんなクリエイティブな会員集団のロータリークラブが

存在するのかと興味を持ちましたし、ロータリーのイメージ

  令和元年６月２７日 第２９１６回 

・最終例会 

 上野山栄作会長 嶋田崇幹事 一年を振返って 

・ソング：「我等の生業」 

  令和元年７月４日 第２９１７回 

・初例会 

 新旧引継・橋本拓也会長 クラブ活動方針 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 
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会長の時間  

島 海碩 書 

担当：児島委員、菅原委員長 



２ 

ロータリー親睦活動月間 

 

  （成川（守）君） 

2019.6.20 「見解表明案19-117 RIの課税上の地位を変

更する・・・」について 
 

先週、中村、脇村会員か

ら、2019年規定審議会の地

区会議の報告がありました

が、地区会議ではクラブに関

係することを中心に話題にし

ました。 

今日は、今後の我々ロー

タリーの活動に大きく影響す

ることを紹介させて頂きま

す。 

 

 皆様、「決議23-34」をご存知でしょうか？私が入会した

ころ、今から40年前になりますが、その頃は先輩から「決

議23-34はロータリーの基本だからしっかり勉強するよう

に」と言われ、勉強しました。お手元にお配りしています

資料をご覧ください。 
 

 ロータリーは ポールハリスが会長の時も親睦派と奉仕

派の議論が活発にありましたが、私が話した「ロータリー

の歴史」で紹介したように1923年の前に、社会奉仕をめ

ぐって親睦派と奉仕派の議論があり、その結果生まれた

のが、「決議23-34」（1923年決議34）です。 

 問題は、この中の下記です。 

３ 国際ロータリーは次の目的のために存在する団体であ

る。  

(3) 一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究し、

また強制でなく有益な助言を与えることによって各クラ

ブの運営方法の標準化を図り、綱領に基づく諸活動

についても、既に広く多くのクラブによってその価値が

実証されており、国際ロータリーの定款に掲げられて

いるロータリーの綱領の趣旨にかない、これを乱す恐

れのない綱領に基づく諸活動のみによって、その標準

化を図ること。  

５ 各ロータリークラブはクラブとして関心があり、またその

地域社会に適した綱領 に基づく諸活動を自主的に選

ぶことについては絶対的な権利をもっている。しかし、

いかなるクラブも、ロータリーの綱領を無視したり、ロー

タリークラブ結成の本来の目的を危うくすることのない

綱領に基づく諸活動を行うべきである。そして国際

ロータリーは、一般的な奉仕活動を研究し、標準化し

推進し、これに関する有益な示唆を与えることはあって

も、しかし、どんなクラブのいかなる綱領に基づく諸活

動も、それを命じたり禁じたりすることは絶対にしては

ならないものとする。  

・・・これがあるため、RI本部の活動が制約されており、RI

は何とかこれを削除したいと永年考えてきました。 
 

2005年6月のシカゴ国際大会において配布された「ポ

リオに打ち克つ」という冊子には、次のようなことが書かれ

ています。（配布資料を参照してください。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

規定審議会についての考察 を成さない、不確定な時代に突入しています。そうした時

代の変化や不安定さを積極的に受け入れ、柔軟に対応

しながら軽やかに生き抜く姿勢を持つことです。 

⑥何度でも挑戦する 

 クリエイティブな人は、何度失敗しても諦めません。これ

からの時代は何度失敗してでも挑戦する人が生き残ると

言われています。自分が好きなことにはとことんこだわり、

何度でも挑戦するのがクリエティブな人です。 

⑦自己発信が得意 

 皆SNSやブログを活用して自分の活動を発信しているこ

と。自分の得意分野は何か、どんな価値を提供できるか

を見極め、多くの人からの共感やサポートを得ています。

自己発信が得意なのは、クリエイティブの特徴だと思いま

す。 

  

 自分自身の実感として、クリエイティブさは実戦から生

まれると思います。若きIT企業の創設者は別としても、百

戦錬磨の経験が自分のクリエイティブさの度合いを上げ

ている部分もあります。幾つになっても考え方を柔軟に

保ち、世の中に価値を提供できる生き方が出来ればと

思っています。 

 

 

（嶋田（崇）幹事） 

１．第12回定例理事会報告 

 ①6月例会プログラムの件…承認 

 ②5月度試算表の件…承認 直前会長･幹事への記念

品代41,040円の内容を備考欄に記載のこと 

 ③創立60周年事業決算報告書の件…承認 

 ④ Ｒカレッジ報告書の件…承認   5月開催は各会員と

も他の会議が多く出席者が少なかった。次年度からは

開催時期を検討する必要がある 

 ⑤最終例会の件…承認 

 ⑥クラブ寄付金特別会計の周年事業特別会計への繰

り入れの件    今のところ繰り入れはしない…承認 

 ⑦国際ロータリー定款変更に伴う出席率算出の件(緊

急動議)  国際ロータリー案に従うか､従来通りの出席

率を算出するか採決したところ、国際ロータリー案に従

う意見が多かった…承認 

 

２．2021～2022年度ガバナー候補者の選出が地区指名

委員会よりありました｡豊岡 敬(とよおか さとる)君､富田

林ＲＣ所属､職業分類…樹脂加工 

 

３．本日例会終了後､例会場にて集合記念写真撮影を行

ないますので､全員お残り願います｡ 

 

４．次週の最終例会でタクシー利用者のメンバーの割り

振り表を配布しています。各組でどなたかお一人が一

時タクシー代を立て替えて頂き、領収書をもらってお

いて下さい。後日、その領収書を事務局へ提出して頂

き、立て替え分のお金をもらって下さい。 

 

 

 

 幹事報告  



は、「RIを米国内国歳入法第501条(c)(3)項の免税団体

へと変更する。このことにより、費用削減が期待できる。」

です。 

この文章だけでは内容が分かりませんが、意味すると

ころは、「今後、RIが会員から寄付を受けることが出来る

ようになった。」ということです。即ち、我々は今、ロータ

リー財団に寄付しロータリー財団に申請して奉仕活動を

していますが、今後はRIが寄付金を集め、RIが奉仕活動

を出来ることになるのです。 

財団委員会でただ一人この案に反対し、規定審議会

でも反対意見を述べたロン・バートン委員長は解任され

ました。（友誌：18頁：注）「財団管理委員会の声明」） 

以上、報告します。 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２６名 

  （出席規定免除会員９名） 

     ８３．８７％ 

6/6   休会 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

上野山(栄)君：本日も引き続き委員会活動報告をよろしく

お願いします。次回の最終例会、夜間になりますが皆

様、よろしくお願いいたします。 

嶋田（崇）君：本日の活動報告、宜しくお願いします。 

成川（守）君：橘の里コンサート、ご参加のほど、よろしく

お願い申し上げます。 

丸山君：本日、委員会報告よろしくお願いします。6/18

（火）、6/19（水）と妻と北海道旅行に行ってきました。

各場所を歩きまわったので、また「ひざ」を痛めてしま

いました。松村ＳＡＡ、すみません。 

岩橋君：上野山会長、ロータリーバッジのお土産、ありが

とうございました。 

嶋田（ひ）君：委員会活動報告、宜しくお願い致します。

上野山会長、ステキなスカーフありがとうございました。 

岩本君：次週、最終例会は私主催の会議の為、欠席させ

て頂きます。 

井上君：活動報告します。 

橋本君：委員会活動報告の発表、よろしくお願いします。 

橋爪（誠）君：活動報告させて頂きます。よろしくお願いい

たします。 

中元君：本日の委員会活動報告、よろしくお願いいたし

ます。 

福原君：委員会活動報告の発表、よろしくお願いします。 

宮井君：委員会活動の発表、よろしくお願いします。 

嶋田（恵）君：委員会活動の発表、よろしくお願い致しま

す。 

川口君：本日の委員会活動報告の発表、宜しくお願い致

します。 

木本君：本日の委員会活動報告の発表、宜しくお願い致

します。 

３ 

ロータリー親睦活動月間 

第３章 種は蒔かれた 

 国際ロータリーは、半世紀以上､ロータリー・クラブに対

して､地域社会､国、地域､世界レベルで奉仕活動を調整

する組織的な活動をしないよう助言していた。 

この方針は1923年の国際ロータリー大会(於米国ミ

ズーリ州セントルイス)で採択された「決議23-34」に由来

するもので､同決議は､各ロータリー・クラブがクラブ活動

を自主的に選択する絶対的権利を持つことを規定し、国

際ロータリーに対し、｢いかなるクラブのいかなる奉仕活

動にせよ､それを命じたり禁じたりすることは絶対にして

はならない｣と命じていた。 

 年の流れとともに、これらの原則は、ロータリー創立者

ポール･ハリスの構想通り､奉仕の理念を日々の事業生

活や社会生活の場で適用するロータリー･クラブ会員こ

そ、｢真のロータリー精神｣を最も良く表す、と考えたロー

タリアンのモットーとなった。 

しかし、ロータリーの世界的な会員基盤には個人､クラ

ブ、クラブの集合体の限界を超えて人々のニーズに取り

組める素晴らしい潜在能力があるのに､決議23-34がそ

れに足かせをしていると考えるロータリアンもいた。 

国際ロータリーのイニシアチブによる活動を禁止すると

いう決議23-34が、ロータリ－方針に与えた影響(抑制と

いう声もある)は、1923年以降も長く続いた。 

 

これが崩れ始めたのは40年後の1963-64年度にカー

ルP.ミラーRI会長(ウォール･ストリート・ジャーナル社幹

事)が、すべてのロータリー地区とクラブをペアとして任意

に組み合わせるブログラムを創設した時であった。 

組み合わせ地区･クラブのプログラムは賛辞も批判も

受けたが､異なる国々のロータリー・クラブ同士の接触を

大幅に増やすという目的を達成したことには誰にも異論

がなかった。 

間もなく国際ロータリーは協力奉仕プロジェクトの情報

センターとなった。こうしてロータリーの世界社会奉仕プ

ログラムが誕生した。眠れる巨人が覚醒したのだ。 

 

今日では､何百ものクラブが他のクラブと協同関係を結

んで、人々のニーズに応え､生活を向上する社会奉仕プ

ロジェクトに取り組んでいる。 

決議23-34は、ロータリー史の一コマとして尊ばれる場

所に退き、その代わりに、新たな認識が出現した。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜23-34の運命＞ 

2007年11月の理事会で、『決議23-34』を廃案に致し

ました。  

2008年1月の理事会で、『決議２３－３４』が、『歴史的

文献』としてMOP（手続要覧）やCOP（ロータリー章典）に

記載することになりました。即ち、「決議23-34 」を、倉庫

の奥に入れてしまおうということです。 

 

 次に、お手元の資料、ロータリーの友18頁をご覧くださ

い。 

 2019年の規定審議会の「見解表明案19-117 RI理事会

にRIの課税上の地位を変更するための適切な措置を講

じることを許可する件（RI理事会）」案ですが、提案要旨

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



北畑君：本日の委員会活動報告の発表、よろしくお願い

します。 

松村君：サッカーのU22日本代表トゥーロン国際大会決

勝でブラジル相手に善戦しました。来年のオリンピック

に期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー親睦活動月間 

４ 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

活動報告の発表 

日程 ７月の例会プログラム 

７/４(木) 

初例会 
新旧引継 

委嘱状授与 

橋本拓也会長 クラブ運営方針 

７/１１(木) 委員会活動計画の発表 

７/１８(木) 

委員会活動計画の発表 

決算・予算の審議 

出席優秀者表彰 

 

☆クラブ協議会 13：30～ 

７/２５(木) 

ガバナー公式訪問 
中野均ガバナー ガバナーアドレ

ス 

脇村第２分区I．M． 

   特別実行委員長 

本日発表の各委員

会の活動報告は、

後日配布します「ク

ラブ概況」をご覧下

さい。 

橋爪（誠）国際奉仕委員長 松村Ｒ財団委員長 

井上職業奉仕委員長 川口社会・青少年奉仕委員長 

丸山米山記念奨学会 

           委員長 
上野山（英）60周年記念 

  事業特別実行委員長 

次週７/４（木）は、初例会です。 

皆さん、ご出席をお願いいたします。 

 

また、７/２５（木）は、ガバナー公式訪問

です。 
 

７/３(水) 
初例会・新旧引継 

クラブ運営方針 吉永志朗会長 

７/１０(水) 活動計画の発表 

７/２４(水) 決算・予算の審議 

７/３１(水) 

卓話 

上野山栄作 有田ＲＣ直前会長 

「60周年の１年を振り返って」 

有田２０００ＲＣ ７月例会プログラム 


