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田 中  毅 著

はじめに 
 

本書は、1868年に生まれ、1946年に没したポール・ハリスの生涯
と、その間に起こったロータリーの出来事を綴ったものです。 
なるべく正確な内容にするために、可能な限り、一次的な文献を参

考にして記述したつもりですが、資料の欠如によって推測の域をでな

い部分もあることをお断りしておきます。 
初期のロータリーに関する文献は日本ではほとんど入手できない

ため、何回かエバンストンのワン・ロータリー・センターの資料室を

訪れて、本書に収録した写真を含めて、古い資料を収集しました。 
ポール・ハリスの自叙伝 The Founder of Rotary、This Rotarian 

Age、My Road to Rotaryや James Walshの The First Rotarianと
いった皆さまお馴染みの資料に加えて、今回入手した初期の大会議事

録や National Rotarian誌や The Rotarian誌、4回にわたる Arthur 
Sheldonのスピーチ原稿、Frank Collinsのスピーチ原稿、私がすで
に翻訳している Oren Arnold の Golden Strand、シカゴ大学の
Rotary ?、Vivian Carterの The Meaning of Rotary等の記述を参考
にして本書をまとめましたが、今まで語り継がれてきたロータリーの

歴史の幾つかの部分に、間違いがあることが発見できたことは、大き

な収穫でした。 
Arthur Sheldon に関する記述は、私の著書「ロータリー理念の提
唱者 アーサー・フレデリック・シェルドン」から抜粋したものです。

シェルドンのスピーチ原稿を含めて詳しいことが知りたい方は、同書

をお読みください。 
今後、さらに多くの資料を集めて、本書の内容を真実のロータリー

の歴史に可能な限り近づけることを念願しています。 

 1  2



第 1章 ポール・ハリスの少年期 
 
 ロータリーの創始者ポール・パーシー・ハリス Paul Percy Harris
は、1868年 4月 19日ウイスコンシン州ラシーン Racine, Wisconsin
で生まれました。 
 彼の家系については、父方がスコットランド系、母方がアイルラン

ド系の移民であること以外は詳しいことは判っていません。父方の祖

父、ハワード・ハリスはウオーリングフォードで農園を経営し、この

町の有力者となりました。母方の祖父ヘンリー・ブライアンはラシー

ンの市長を勤めるほどの有力者だったにもかかわらず、金鉱探索に失

敗して無一文になったといわれています。 
 
父ジョージ・ハリスはドラッグ・ストアを経営する傍らで、生来の

豊かな才能を

生かして、著述

や発明やいろ

いろな事業に

興味を示す多

芸な人でした

が、一攫千金を

追うあまり、自

分の本業を堅

実に営むこと

ができないた

ちでした。 
母コーネリアは、裕福な家庭に生まれたことも手伝って金銭感覚に

うとく、家計が火の車の状態であっても、メイドを雇うことを当然の  

ポール・ハリス 3歳 
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父 ジョージ・ハリス        母 コーネリア 

 

   
祖父 ハワード・ハリス        祖母 パメラ
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座に祖母と私がすぐに打ち解けあえるに違いないと思いました。 権利だと考えるタイプでした。不安定な収入と放漫な支出の結果、乱

発した小切手がジョージの支払い能力を超え、遂に破産と一家離散と

いう最悪の事態が訪れます。気位の高い母親は、ラシーンを離れて舅

の世話になることを断って、幼い娘のニーナ・メイと共に借家住まい

しながら、音楽教師で生活の糧を得る途を選び、当時五歳の長男セシ

ルと三歳のポールは、バーモント州ウォーリングフォード 
Wallingford, Vermontで農園を経営している祖父ハワード、 祖母パ
メラに預けられることになりました。 

[This Rotarian Age ---Paul Harris--- 田中毅訳] 

 
 その後何年か経って、祖父ハワードの援助によって父の事業が再建

され、家族が一緒に生活できたものの、再びジョージの豊かな才能、

即ち趣味の域を超えた発明癖が災いとなって破産を繰り返し、その度

に、ポールが祖父母に預けられるという生活が繰り返されました。 

それは 1871年の暑い夏の夜のことであり、「私の意識の繊細な記録
として、この光景が余りにも深く焼き付いているので、生涯消し去る

ことはできません。」 
失意に満ちたハリス一家が、ウオーリングフォード駅（現在のウオ

ーリングフォード消防署）からハワードの家まで歩いた光景を、ずっ

と後になってから、次のように回想しています。 
 

背の高い祖父は暖かくて力強い手で、私の堅く握りしめられたこぶ

しを取りながら通りを歩きました。それは厳粛な小さな行列であり、

その厳粛さは夏の夜の荘厳な静寂と暗さによって、一層強調されまし

た。私たちが、快適そうに見える家のサイド・ベランダに近づくと、

ドアが開いて、黒い瞳の年配の婦人が明るく灯された灯油ランプを掲

げながら、優しく出迎えてくれました。後で、私は、彼女が正確には

89ポンドの体重しかないことを知り、たびたび受け取った綺麗に包装
された贈り物の包みのことを思い出しました。この掛け値なしに素晴

らしい人こそ、私の祖母でした。彼女は、分厚く切られた手作りのパ

ン、ピッチャーに入った搾りたてのミルク、皿に山盛りになっている

ブルーベリーを、セシルと私にだしてくれ、私が夢中で食べているの

を見て微笑みました。静かなひとときが私たちの間に流れ、私は、即
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ウオーリング・フォードの祖父の家 

 生涯を通じて、両親の愛情にこそ恵まれなかったものの、決して不

遇な少年時代を過ごしたわけではなく、ニューイングランドの素朴で

信仰の篤い清教徒に囲まれて育った環境に加えて、厳格であり、かつ

愛情溢れる祖父母と医師の職業を仁術と心得ていた父方の叔父ジョ

ージ・フォックスは彼の人格形成に大きな影響を及ぼしたと言えるで

しょう。 
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ポール 8歳 

ポール 14歳 

 赤い煉瓦の小学校 
 
 宗教的迫害をうけてイギリスから逃れてきた清教徒達が、このアメ

リカ東海岸に安住の地を見出し、その精神を受け継いだ祖父母に育て

られたことや、その環境の中で多感な少年時代を過ごしことが、ポー

ルの心に強いピューリタニズムを植え付け、それが後日ロータリーの

思想の根底となったことは疑うべくもありません。 
 遭難寸前でやっと下山路を見付けて、事なきを得た幼友達フェイ・

スタフォードとの冬山登山、鱒釣りに興じたチャイルズ・ブルック、

機関車の排障器にしがみついてマンチェスターまでの間を往復した

無賃乗車の旅など、ポールの少年時代の逸話は負けん気、冒険心、不

屈の闘志を物語るエピソードで満ち溢れており、多分に粗野であった

としても、リーダーとしての生来の才能を備えていたことを充分窺わ

せます。 
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れて、彼の人生を幾度か狂わせることになります。 
 ウオーリングフォード中学、ラトランド高校を経て、ラッドロウに

あるブラックリバー・アカデミーに入学しますが、悪ふざけが昂じて

一年で放校処分を受ける一方で、次に入った陸軍士官学校バーモン

ト・アカデミーでは抜群の成績を修めて無事卒業するという両極端の

道を歩みます。 
 1885 年、バーモント大学に入学しますが、無実であったにもかか
わらず、持ち前の正義感から、新入生に対する暴力事件の責任をとっ

た形で、再び退学処分を受けることになります。もっとも、1933 年
に大学側はその処分に誤りがあったことを認めて、改めて学位を授与

するという措置を講じたので、この件の関するポールの名誉は回復さ

れたとは言えるものの、その後の彼の人生に大きな影響を与えたこと

は、まぎれもない事実です。 

 
バーモント・アカデミー17歳    バーモント大学 18歳 

 
 
 ポールの学生生活も、お世辞にも平坦な路を歩んだとは言えません。

ポールの聡明な頭脳に、祖父ハワードの教育に対する熱意が加わって、

成績は極めて優秀であったにもかかわらず、向こう見ずで喧嘩早く、

更に学校嫌いという重大な欠陥があり、これが突飛な行動となって現

バーモント大学時代 ラグビーをするポール 
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 この退学処分はポールの人生観に大きな変化を与えるきっかけに

なりました。自分の自由奔放な性格が、祖父母に大きな悲しみを与え、

世間の人に顔向けできない結果を招いたことを始めて悟ったポール

は、人の信頼に応えることの重要さを深く悟り、万金を積んでも返す

ことのできない人生の債務を弁護士という職業を通じて返すことを

決意します。この事件を契機に、利発でわんぱくな少年は理性と責任

感ある青年に変身していったのです。 
 祖父ハワードはポールのために家庭教師をつけて勉学を続けさせ、

1887年、19歳で晴れて名門プリンストン大学に入学しましたが、翌
年 3月、祖父ハワードの死という不幸な事態が起こりました。ハワー
ドは大規模な農園経営者として充分な資産を持っていましたが、最愛

の孫であったはずのポールだけを、遺産相続人から除外する遺言を残

していました。その理由については、ハワードがなまじ資金を息子ジ

ョージに与え過ぎたがために、一家が不幸な生活を送った過ちを繰り
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第 2章 五年間の愚行 返すまいと考えたという説もありますが、当のジョージやフォックス

の娘（姪）にまでも遺産を与えていることから考えて、ポールが少年

時代冒した数々の不始末を罰する意味で、敢えて、ポールを遺産相続

人から外したとする見方もありますが、いずれが正しいのかは、知る

すべはありません。  

 
 卒業生仲間はそれぞれの地方に散って、弁護士事務所を開設する準

備を始めていましたが、たまたま卒業式で先輩が述べた「法学部の卒

業生は小さな町に行って五年くらいは愚行を重ね、それから後に、開

業するために自分が選んだ町に行く方がいい。」という言葉を自己流

に解釈して、「五年間位は、一箇所に定住しないで各地を廻り、あら

ゆることを経験する」ことを決心しました。 

 
 学資が途絶えたことでプリンストン大学を退学せざるを得なくな

ったポールは、次の進路を考える調整期間として、ウエスト・ラトラ

ンドのシェルドン大理石会社にボーイとして就職します。同じ時期に、

兄のセシルがこの会社のセールスマンをしていたという記録があり

ますから、きっと兄を頼って就職したものと思われます。しかし、自

分の将来の進路を弁護士に定めたポールは、一年間、アイオワ州デモ

イン市のセント・ジョン・スチブンソン・ワイズナンド法律事務所で

義務的研修についた後、1889年にアイオア州立大学法学部に入学し、
卒業と同時に弁護士試験にも合格します。 

波乱万丈な生活は学生時代だけに留まらず、1891 年の夏より、ア
メリカ全土とヨーロッパを放浪する冒険の旅「五年間の愚行」が始ま

ったのです。  
 
 アイダホの荒野を西に進み、イエローストーンを経て、サンフラン

シスコに着いたポールは、サンフランシスコ・クロニクル紙のフリ

ー・ランサーになります。ここで知り合いになったハリー・プリアム

と共に、バーカー渓谷では果樹園の労務者、フレズノでは干し葡萄の

包装工場で働いてその日の糧を得ながら、ロスアンゼルスまでたどり

着きました。ハリー・プリアムは後日、野球のナショナル・リーグ会

長をつとめた人です。 

1891年 6月、23歳のことでした。 

ロスアンゼルスでは、ロスアンゼルス・ビジネス・カレッジの講師

をして旅費を貯め、1892 年 4 月には列車に揺られながらロッキー山
脈を越えて、デンバーに向かいます。ここでは、ロッキー・マウンテ

ン・ニュース紙の新聞記者として働く一方で、オールド・フィフティ

ーン・ストリート劇場で舞台俳優を勤めました。ショーマンとしての

適性を持っていた彼の人気はなかなかのものでしたが、旅回りの一座

は、あまりにも侘びしい生き方だったので、今度はプラットビルに行

って、アメリカの若者のもっとも憧れる職業であるカウボーイになる
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決心をしましたが、現実はそんなに甘いものではないことを知らされ

ます。 
その後デンバーで、ザ・リパブリカン紙の記者を短期間務めた後、

東へ向かったポールは、フロリダ州ジャクソンビルにある、セント・

ジェームズ・ホテルの夜間事務員になりましたが、そこで知り合った

ジョージ・クラークにスカウトされて、クラーク大理石会社に勤める

ことになり、セールスマンとして南部各州を旅するという、またとな

い機会に巡り合います。 
 1893 年 3 月、クラークの会社をやめたポールは、クリーブランド
大統領の二度目の就任式を見学するためにワシントンにやってきま

した。この期間中ワシントン・スター紙の臨時記者を勤めましたが、

その後、別の大理石販売会社のセールスマンとして、ケンタッキー、

テネシー、ジョージア、バージニアを回りました。 
 イギリスに行くことを夢見たポールは、フィラデルフィアから牛運

搬船バルチモア号に乗り組みましたが、嵐の中の 14 日間に及ぶ下級
水夫としての船旅は困難と苦痛の連続でした。そして短期間のリバプ

ール滞在の後、パークモア号に乗って帰路につかなければなりません

でした。 
 せっかくイギリスに行きながら、ロンドンを訪れることができなか

ったポールは、エリオットの農場の雑役やコーンの缶詰工場で働きな

がら、次の船便を待っていましたが、ちょうど、ボルチモアに着岸し

ていたミシガン号の船員監督に採用されという幸運を掴むことがで

きました。待望のロンドンに着いたポールは、ウエストミンスター寺

院や国会議事堂やロンドン塔を訪れ、古い通りと建物に響きわたるボ

ン、ボンというビッグベンの音に自分の時計を合わせたり、船員仲間

と共にテームズ川を船で下ったり、ピカデリー・サーカスやトラファ

ルガー広場を訪れたりして、ディッケンスの描いたロンドンを肌で感

じることができました。帰りの航海で寄港したウエールズのスワンシ

ーでは、たまたま起こったストライキの影響で出港が三日も遅れたた

め、この古い町を心行くまで探索するという幸運に巡り合いました。 
 帰国後の 1893年 9月、万国博覧会を見物するためにシカゴを訪れ
た後、借金を返すために広告に応じてニューオリンズに行って、オレ

ンジ畑の作業員の仕事に就いていましたが、同年 10 月１日に、最大
級のハリケーンの襲来に見舞われ、溺れかかっていた少女を助けなが

ら脱出したという逸話が残っています。 
 1893年 10月、クラーク大理石会社に復帰したポールは、セールス
マンとして南部各州やバハマ諸島、キューバを回った後、1894 年に
は、買い付け代理人として、スコットランド、アイルランド、ベルギ

ー、イタリアの採石場を回るほど、その手腕を発揮しました。彼はこ

の機会を利用して英国を始め、大陸の殆どの国を見聞する機会に恵ま

れました。帰国したポールは、新しく住宅部門を開発して、クラーク

の片腕として活躍しましたが、当初の計画であった五年間が間近に迫

ってきました。クラークはあらゆる有利な条件を出して彼を引きとめ

ようとしましたが、ポールの決心は変わりませんでした。 
 「私は弁護士です。私は金を稼ぐためにシカゴに行くのではありま

せん。私の人生を切り開く目的で、そこに行くのです。」 
 クラークは、ニューヨークに行ったことがないポールのために、ニ

ューヨーク支店長の肩書きを与えて、長年にわたるポールの働きに対

するはなむけとしました。 
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第 3章 弁護士開業  クラーク大理石会社社長ジョージ・クラークとの出会いも、極めて

重要な意味を持っています。ポールにヨーロッパ諸国歴訪の夢を叶え

て、世界的視野を持つ機会を与えると共に、後日、ジャクソンビル・

ロータリークラブを創立してロータリーの拡大に大きく寄与すると

共に、1911 年、全米ロータリークラブ連合会副会長として、会長ポ
ールを支えた人物こそ、彼だからです。 

 
 アメリカ国内は勿論

のこと、ヨーロッパ全

土まで足を延ばして見

聞を広める一方で、旅

の先々での生活の糧を

得るために、ありとあ

らゆる職業を経験しな

がら、やっとシカゴに

定住して弁護士事務所

を開設したのは、1896
年2月27日のことでし
た。  
 世の中の全ての職業

が有用であることは、

数多くの職業を遍歴し

たことによって得られ

た実感であり、この経験なしには、一人一業種という職業分類のアイ

ディアはおろか、ロータリーを設立すること自体も思い浮ばなかった

に違いありません。ヨーロッパの各国を訪れたことがロータリー運動

の国際化を促すヒントになったと同様に、1893 年に万国博を見るた
めにシカゴを訪れたことは、彼の心にシカゴの将来性への期待を抱か

せ、生活の場を決定する大きな要素ともなりました。なお、この万国

博の日本館で米山梅吉が通訳として働いていたという記録がありま

すので、もしもポールが日本館を訪れていたとしたら、最初の出会い

があったかも知れません。  

 
 ポールは、薄暗い貸事務所の机とスペースを借りて、シカゴで弁護

士事務所を開業しました。開業当初は客もなく、法廷の見学や事例研

究に明け暮れる毎日が続きましたが、経済不況のさなかにあったこと

が幸いして、1898 年にはハリス・アンド・ドッズ共同事務所を開設
して、その地位を不動のものにしました。 
 1900 年、故郷を今一度見たいという衝動に駆られたポールは、ウ
オーリングフォードを訪れます。そこで、多くの親友たちと再会した

ポールは、そのような友情をシカゴの町でも得られないだろうかと考

えます。 
シカゴ法曹協会やプレス・クラブの会員になったことから、ポール

の交友関係は広まって、多くの公式な会合にも出席するようになりま

した。その一方で、持ち前の放浪癖を発揮しながらシカゴの町の隅々

まで探索しました。また日曜日には、ありとあらゆる宗派の礼拝にも

参加しました。多くの友達ができましたが、ウオーリングフォードに

おける友情とは比較するすべもありませんでした。 
 
1900年のとある夏の日、彼は弁護士仲間の友人と夕食をとった後、
夕方の冷気に吹かれながら散策を楽しんでいました。友人の弁護士が

街路樹に沿って歩いていると、すれ違う人たちが親しげに声をかけて

きます。彼は、親しく付き合っている多くの実業家や商人たちをポー
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第 4章 ロータリーの黎明 ルに紹介してくれました。 
 思わずポールは声を出しました。  

1905年 2月 23日木曜日の夜は、とても寒い夜で、ミシガン湖から
吹き付ける、小雪まじりの身を切るような寒風が吹き荒んでいました。

ポールと、彼の顧客でもあった石炭商シルベスター・シール Silvester 
Schieleは、イリノイ街 18にあったマダム・ガリMadame Galliの店
で夕食を摂りながらに、兼ねてから話していたロータリークラブ結成

の構想を具体的に説明しました。マダム・ガリの店は、テノール歌手

のカルーソーなどの有名人がよく利用する、ポールお気に入りの店で

した。 

「もしも、このような堅実な人たちとたびたび会うことができたら、

どんなに楽しいことだろう。それぞれの業種から一人の人が社交的に

集まれば、そこに友情が生まれるかもしれない。」 
 
 それは興味ある一つのアイディアではありましたが、漠然としたも

のに過ぎなかったので、直ちに実行に移されることはなく、弁護士と

しての生活の中で慎重に検討が重ねられ、遂に、1905 年を迎えるこ
とになります。  

 

「私は実業家のクラブについて、ずっと考え続けてきました。それは、

シカゴにある今までの社交団体とはまったく違った、新しい種類のも

のなのです。」 
「それは、どのように違って、どんな意味を持つクラブなのですか？」 
 シールは尋ねました。 
「そうですね。知己と友情を充分に強調したいですね。しかし、それ

だけではなく、会員同士がお互いのビジネスを伸ばせたらいいと思い

ます。それは難しいはずはないと思うのですが。」 
「例えば、二人の会員が同じ職業を持つことができないと決めればい

いでしょう。そうすれば、クラブの中には競争相手がなくなります。

もし会員の誰かが品物やサービスが欲しい時には、クラブ内の人と取

引する義務を持たせたらいいでしょう。相互扶助の一種だけれど、ど

う思います？」 
[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 
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シルベスター・シール   ディアボーン街北 127ユニティビル 

 
ユニティ・ビル 711号室 ガスターバス・ロアの事務所

 20

 

 
 
シールはポールの構想に全面的に賛同しました。二人はシカゴ川に

かかる橋を渡って、シカゴ市ディアボーン街 127 N.ユニティビル 711
号室にある鉱山技師ガスターバス・ロア Gustavus Loehrの事務所に
行きました。そして、既にその場で待機していたロア、洋服生地商ハ 
イラム・ショーレーHiram Shoreyと共に、ロータリークラブ設立の
ための最初の会合が開かれたのです。 
 

友人たちを見て微笑んでいたポールは、突然、緊張した面もちにな

って話し始めました。 
「ハイラム君。君は我々の新しいクラブの中で、仕立て屋という職業

を持っています。私は弁護士です。それぞれのメンバーは自分自身の

職業を持っているのですから、我々はお互いに、自分の職業を活かし

た取り引きをしてはどうでしょう。」 
[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

シルベスター・シール    ハイラム・ショーレー 
ポール・ハリス       ガスターバス・ロア 
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 出席者はポール・ハリス、シルベスター・シール、ガスターバス・

ロア、ハイラム・ショーレーに加えて、印刷業ハリー・ラグルス Harry 
Ruggles、不動産業ウィリアム・ジェンセンWilliam Jensen、楽器製
造業アルバート・ホワイト Albert White が参加し、事業の経営者、
共同経営者、または会社役員でなければ会員になれないことが決めら

れ、更に、今後の会合の持ち方について、会員の事業所を持ち回りし

てはどうかという議論が闘わされました。 

 この日の会合では、「一人一業種で親睦を深める会を作る」という

設立の主旨が熱っぽく語り合われ、クラブには実業人だけではなく法

律家、医師、宗教家と、あらゆる職業の人を集めることになりました。 
 なお、国際ライオンズの公式文書に、「当時 19歳だったポール・ハ
リスの弟レギナルド・ハリスがその場に居合わせていたので、この最

初の会合は五人であった。」と記載されていますが、その真偽の程は

わかりません。    
 「個々の会員の事務所で代わる代わる例会をしたらどうだろう？」 
レッグの兄ポールは、1905 年にシカゴでロータリーを創立した人
であり、当時 19 歳の若者であったレッグは、ロータリーが誕生した
事務所に居合わせた五人のうちの 1人でした。  

 ハリスはそう提案しました。 
「その方法なら、我々それぞれはすぐお互いの職業に対する詳しい知

識がつくはずです。持ち回りという取り決め事はすばらしいことだと

思います。」 [ Lions International資料--- 田中毅訳] 
 その考え方は貴重な意見だったので、満場一致で採用され、例会は

楽観的な雰囲気の中で終わりました。  
 
 シールはインディアナ州クレイ出身のドイツ系であり、地域社会や

教会の活動で中心的役割を果たしました。ポールとは終生の友人であ

り、現在も、ポールとシールの墓は仲良く隣同士に並んでいます。 

[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
 3回目の会合は、3月 23日にステート通 12にあるシルベスター・
シールの事務所の石炭置場で開催され、この会合の出席者は、ハリス、

シール、ロア、ショーレー、ラグルス、ジェンセンに加えて、保険業

チャールズ・ニュートン Charles Newton、洗濯業アーサー・アーヴ
ィン Arthur Irwin が含まれていました。  

 ロアはイリノイ州カーリンビル生まれのドイツ系であり、情熱的な

性格の持ち主でした。経済的理由からロータリーを退会した後、不慮

の事故で亡くなっています。 
 メイン州リッチフィールド出身のショーレーも、やむを得ない事情

で退会していますので、最後まで会員身分を保持できたのは、ポール

とシールだけということになります。  シールの会社で会合を開いたことを記念して、ポールの指名によっ

て初代会長にシルベスター・シールが就任したことは、実質的な主宰

者であるポールの謙虚な人柄が忍ばれると共に、依頼されたことは、

どんなことでも快く引き受けるというロータリーの伝統として、現在

に引き継がれています。ショーレーは記録担当幹事に、ジェンセンは 

 
 1905 年３月９日に、ウォルフビルにあるハリスの事務所で開かれ
た二回目の会合では、再びクラブの主旨と今後の可能性について討議

されました。 
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つけることを思い留まらせた。我々はシカゴを押し上げることに関心

があるのではないし、いわんやこのクラブを押し上げることでもない

ことを指摘した。すでに、そのような義務をもっている商工会議所と

いう特別な組織ができていると、ポールは説明した。クラブの会員の

望みは、世間の注目をあびている彼ら自身を“押し上げる”ことでは

ないのか。彼らが望んでいるのは、相互取引によってより多くの金を

稼ぎ、毎週の例会でささやかな楽しみを持つことだった。 
ラウンド・テーブル・クラブ the Round Table Clubはどうだろう
と、誰かが提案した。これもまた悪くはない。アーサー王の円卓会議

は、重要な人が参加することで有名であり、高貴でもあった。しかし、

その名前には新鮮味がなかったし、新しい国の生き生きした都市に

は、まったくふさわしくなかったし、皆もそう思った。 
左から 創始者ポール・ハリス、シルベスター・シール会長、ウイリ

アム・ジェンセン幹事、ハリー・ラグルス会計 
ポール・ハリス自身は、クラブに対する彼の考えを率直に言い出し

てくれたことに感謝の念をいだいた。 
 
連絡担当幹事に、ラグルスは会計の仕事が割り当てられました。すべ

ての役職は、満場の拍手をもって選ばれ、シール会長は激励と善意に

ついての短いスピーチをしました。 
「コンスピレーターズ・クラブ（共謀者）the Conspirators Clubと
呼んだらどうだろう？」 
長時間、誰も一言も発しなかった。彼らはその名前のことを考えて

座っていた。ついに、たまり兼ねた一人が尋ねた。 
 この日の会合で、新クラブの名称が検討されましたが、ロータリー

クラブという名前が決まったいきさつは次のようなものでした。 
「なぜ 共謀者なんだい？ 我々は何を共謀しようとしているのか

い？ その言葉は、普通、あまり良くない行為を意味すると思うんだ

が。」 

 

彼らは、自身たちのことをブースタークラブ Booster Club（推進者）
と呼ぶことを考えついた。 

ポールは必ずしも、そういうふうには考えなかったけれども、言外

の意味が、本来の趣旨を混乱させるかもしれないと考え、その意見に

賛成した。提案は却下された。 

「ブースター？ 電圧の上昇？」 
辞書はその意味を、前進を助けるために、下から持ち上げるか押し

上げると解説している。悪くない！ 現在のアメリカのはやり言葉

だ。どんな都市にも、どんな小さな町にも、大学や高校は、ブースタ

ー組織を持ち、その数は少なくとも 20以上はあるだろう。 

ザ・シカゴ・フェローシップ the Chicago Fellowship 
ザ・ブルー・ボーイズ the Blue Boys 

しかし、思慮深い考えが、ハリスとシールに、その名前をクラブに
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シカゴ・サークル Chicago Circle 
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ザ・レイク・クラブ the Lake Club 
ＦＦＦクラブ 
メン・ウイズ・フレンズMen with Friends 
フレンズ・イン・ビジネス Friends in Business 
トレード・アンド・トーク・クラブ Trade and Talk Club 
ウインディ・シティ・ラウンドアップWindy City Roundup 
等々の１ダースを超える候補名が卓上を賑わした。ビシッと決めるよ

うな発言をする人は誰もいなかった。 
最後に誰かが言った。 
「我々はお互いの事務所で、一種のローテーションを取り決めて、会

合を開いている。ロータリークラブ Rotary Clubと呼んだらどうだろ
う。」 
残念なことには、その言葉を誰が発したのか、幹事はそのことを記

録していなかった。１年後には、そのこと自体を誰が覚えていたかす

ら疑わしくなった。現在、そのことを知っている人がいないことだけ

は確かである。     
 [Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
 この会合でロータリークラブという会の名称が決まり、会員身分や

役職も一年限りでローテーションすることが決められました。 
 
 この三回の会合の何れの日をもってロータリークラブ設立とする

かについては、最初に会合が開かれた日であるとか、規約が定められ

た日とか、法的に幾つかの解釈もありますが、RI理事会は 1905年 2
月 23 日に開かれた会合を最初の会合と認めて、この日をロータリー
創立の日と定めています。 
 四回目の例会はループにあるハイラム・ショーレーの洋服屋で開催

されました。 
 五回目の例会はワシントン通 105のウイリアム・ジェンセン不動産
会社の事務室で開催されました。 
 六回目はモンロー通 142のハリー・ラグルスの印刷所に集まりまし
た。 
 七回目の会合からは、ホテルに変更され、最初はパーマー・ハウス、

次はブリーボート・ホテル、シャーマン・ハウスと続きます。 
 
 さてロータリークラブのエンブレムが決められ、それが現在のもの

に変化していく過程について触れておきたいと思います。  
 

もちろん、必然的にエンブレムは選ばれた。ロータリークラブは、

車輪を採用することにこだわらざるを得なかった。すべての会員はこ

の最初の提案に、うなずいて同意し、討論などは必要ではなかった。 
印刷屋のハリー・ラグルスが、直ちにそれに対処することを命じら

れて、本業に次ぐ仕事としてやることになった。ハリーは、その夜、

自分の印刷店に帰って、手持ちの版画のラックをかき回した。1905
年の話であることを忘れてはならない。当時のアメリカには、100万
台以上の馬車があったに違いない。売り物のワゴンはあらゆる新聞で

広告されており、ワゴン・ホイールのデザインはすべてのアメリカ人

の網膜に焼き付いていた。ハリー・ラグルスはそのカットのすばらし

い分類表を持っていた。 
彼は極めて平凡な一つを選んだ。ハブとスポークを持つ力強い円。

飾り気がなく、ごてごてしていない。幾何学的なデザインとして、そ

れはある種の美しささえ持っていた。翌週、ハリーが会員たちにそれ

を示した時、彼らは再び賛成してうなずいた。彼らは大して関心をも

ったわけではなかった。専門家であるハリーがやったこととして、新
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しいクラブで最初に印刷された例会通知には、コメント抜きの原型の

ワゴン・ホイールの刻印が押されていた。 
そのエンブレムにつける名誉が与えられた。 
シカゴクラブのかわいいエンブレムですら、スポークが外されて、

歯車の歯がついたホイールが出現する 1915 年まで、そのデザインで
我慢することを強いられた。スポークはシカゴ川の二つの支流を象徴

する大きいＹの文字に置き換えられた。これは明らかに、ハリスやシ

ールや仲間たちが、市民としての強いプライドを反映したものであっ

た。この時期までに、リボンの吹流しはクラブや連合会のエンブレム

から消えた。 

その後、同じ年の 1906 年に印刷された会員名簿には、ワゴン・ホ
イールのエンブレムの上に「ロータリークラブ」の文字がついていて、

下に、車輪が回って砂埃をたてている小さいマークがついていた。こ

れは明らかな進歩であった。それは、ワシントン通 57 でフイルム製
版権を持っているモンティ・ベアによって、詳細な記録として登録さ

れた。誰かが、車輪が止まったままで動かないのは、同じ状態にある

クラブを象徴しているようだと、滑稽なちょっかいを出した。モンテ

ィ・ベアはそれに同意し、何とかしたいものだと言った。 
1920 年までクラブは、機械の歯車とは似ても似つかぬ別のデザイ
ンを採用していた。それは 20 の歯車と、Ｙ字形を残して鮮やかな色
合いでお互いに交差した６本のスポークから成っていた。その模様は

シカゴをオリジナルなクラブであることを認めて、歯車の中心に重ね

合わせたものであった。 

1910 年のはじめに、泥除けのついたワゴン・ホイールが、より優
美なバギー・ホイールに変えられたが、それは平凡すぎたので、モン

ティ・ベアは、再考するように指示された。彼は、白地に水色のかわ

いらしい車輪のスケッチを提案した。その車輪には、12のほっそりし
たスポークがついていた。下に垂直にのびるスポークには、端が二股

に分かれた吹流し状のリボンが結びつけられており、左の吹流しには

ROTARYの文字が、他方には CLUBの文字があり、CHICAGOの文
字が車輪の上についていた。全体の図案は綿毛が積もったような雲に

浮かんでいた。 

新しいクラブが進んで RI の公式エンブレムを使いはじめるという
風潮にまでに発展していった 1926 年の時点まで、大きな変化はまっ
たく起こらなかった。 

[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

  

殆どの人たちは芸術の片鱗に触れた思いで、賞賛の溜息を発しない

会員はいなかった。モンティ・ベアには感謝の言葉が捧げられ、製造

を始めるように命じられた。ロータリーが急速に拡大していった 1910
年８月に、最初の全国大会がシカゴで開催された時、代議員につけら

れたバッジとして披露された美しいエンブレムがこれである。リボン

の吹流しが ROTARY CLUBSと読めるように、CHICAGOの文字を
車輪の上から取り去り、CLUBの文字を加えることは、さほど難しい
ことではなかった。さらに、連合会によって認定された設立順位を、

1906年制定   1910年制定   1913年制定  1926年制定 
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 万博後の大不況、ギャングの横行、金もうけのためなら手段を選ば

ないという職業倫理の低下、信頼関係の欠如。1905 年、シカゴとい
う殺伐とした時代背景の中から、ロータリーは誕生しました。 
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一旗あげようという思いにかられて、田舎の村や町から集まってき

た善良な人達にとって、更に、貧困や政治的な迫害から逃れて、新天

地に自由を求めてやってきた移民達にとって、シカゴは決して住みや

すい街とはいえませんでした。大都会に住む一般の人たちが感じる孤

独感と阻害感に加えて、ビジネスマンには苛酷な自由競争に敗れるか

も知れないと言う恐怖感が付きまとっていました。逆説的にいえば、

そんな環境にあったからこそ、もし、心の通い合った友人たちと巡り

合い、胸襟を開いて語り合うために定期的に集ることができたら、ど

んなに心が安らぐことであろうという発想が浮かんだとも言えまし

ょう。  

 極く普通の街の弁護士を中心に、決して高い学歴の持ち主とはいえ

ない極く平凡な商店主や中小企業の経営者が集って、ロータリークラ

ブが発足したことは特筆すべき事柄です。特に日本では、社会的な地

位や事業の規模を重視した会員選考が行われる傾向が強いようです

が、本来、ロータリークラブは、エリ－トと呼ばれる人たちを集めて

作った組織ではなく、ロータリー運動を通じてエリートが誕生したこ

とを忘れてはなりません。 
 
 さて、ロータリーの創成期を語るとき、チャールズ・ニュートンの

存在を忘れることはできません。初期ロータリーに関する文献が全く

と言っていいほど残っていない現状で、今日伝えられている初期ロー

タリーの殆どの記録は、彼の記憶を基にして、後日、記述されたもの

だといわれています。ただし、正確な記録なしに、記憶を頼りに伝え

られた結果、年月日、場所、内容共に錯誤や正確性を欠く部分がかな

りあるようです。ポール・ハリスの著書についても同じことがいえま

す。彼の回顧録である This Rotarian ageと My Road to Rotaryは、
晩年に記述されたこともあって、年月日などの幾つかの部分に錯誤が

みられます。 

 
「灰色の都会が無性に侘しい。」 
「信じ合える友人が欲しい。」 
 同じ思いの人がたくさんいるに違いない。シカゴで弁護士を開業し

た 36 歳の青年、ポール・ハリスがロータリークラブを作ることを思
いついたのは、「大衆は地獄に堕ちよ」とさえ言われた罪悪と腐敗の

街に住みながら、その街の中に、彼が少年時代を過ごしたニューイン

グランドの村で感じた安らぎを取り戻そうとする、ささやかな実験で

もあったのです。    
＜良質の職業人が集って定期的に会合を開く＞  ［一人一業種制］と［定例の会合］を原則にした職業人の親睦団体

として、ロータリークラブは発足しました。多くのアクティブな会員

の参加を得て、加速度的に会員の数が増加していきました。 
＜同業者がいるとお互いに利害関係が生じて、親睦が阻害されるので、

一業種から一人ずつ選ぶ＞ 
 最初の会合で決定された［定例の会合］と［一人一業種制による職

業分類］の原則は、100年近くの歴史を通じて、思考体系や管理、運
営などが大きく変化する中で、設立以来現在まで大切に守られてきた

ロータリー運動を成立させるための必要条件なのです。  

忙しい職業人の集まりですから、時間励行が約束ごととなり、チャ

ールズ・ニュートンが昼食に思わぬ時間が掛かって遅刻したことを契

機に、どうせ皆昼食を食べるのだから、一緒に食べる方が効率的だと

いうことで、昼食会を兼ねることが習慣になりました。例会出席をク

ラブ活動の根源と考え、四回連続して休むと会員資格を失うことを申 
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第 5章 物質的相互扶助と親睦 し合わせ、更に、初めは二週間に一回だった例会も、「二週間に一回

集まれるなら、毎週集まれないはずはない。」という理由から週一回

開くようになりました。会員の事業所を例会場として持ち回る習慣は、

会員数増加と共に事実上困難となって、ホテルやレストランで開かれ

るようになり、やがて固定化されます。  

 

親睦にひびが入る

ほどに白熱した議

論の場を和らげる

ために、ハリー・ラ

グルスが歌い始め

た唱歌が定着し、

徐々に現在の例会

スタイルに似たも

のに変化していき

ました。  
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 ロータリーが発足した当初は、奉仕の概念は芽生えておらず、限定

会員制度の社交クラブとしての目的は、会員相互の親睦を深めること

でした。 殺伐とした都会の中で安らぎを求め友情を育むために、［一

人一業種］と［定例の会合］によってお互いに親睦を深めていた社交

クラブの中に、やがて会員の事業にお互いが利便を図り合う［相互扶

助］の考え方が発生してきます。 
1906年 1月、ポール・ハリス、マックス・ウルフ Max Wolff、チ
ャールズ・ニュートンの起草によって制定された、シカゴ・クラブの

最初の定款には、［親睦の充実］と共に［職業上の利益の向上］が謳

われています。ロータリー運動は、将に、エゴイズムの中から出発し

たともいえましょう。 
 

＜シカゴ・クラブ定款＞ 
１．本クラブ会員の事業上の利益の増大 
２．通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に必要と思わ

れる事項の推進 
 
1.The promotion of the business interests of its members. 
2.The promotion of good fellowship and other desiderata ordinarily 

incident to social clubs. 
 [1906年制定シカゴ・クラブ]  

 
 会員の事業上の利益の向上を図るために、会員同士の相互扶助が活

性化され、やがて、それは積極的な［互恵取引］に発展していきます。

お互いの会員が、自分一人では掻くことのできない背中を掻き合おう
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という back scratchingの世界です。 た。 
           私は 人の会員に    件の取引を与えた。 印刷屋のラグルスは、自分の保険を保険代理店のニュートンと契約

します。その代わりに、ニュートンはラグルスから文房具や用紙類を

買います。二人はシールに石炭を注文し、シールは当然自分の保険と

印刷を二人に頼みます。ハリスはごく当たり前のこととして、みんな

の法的な問題を喜んで引き受け、汚れたシャツはアーヴィンの洗濯屋

に届け、洋服の注文はショーレーに頼みます。彼らは果てしなく関係

の続く、自己中心的な相互扶助のグループを作りあげたのです。 

        日 付            署 名 

 
 会員相互で商品や原材料を原価で取引して、それを一般の人に売っ

て大きな利潤をあげるのですから、こんな効率的な話はありません。

この制度は会員の事業に大きな経済効果を生みだし、零細な企業主で

もロータリークラブに入会すれば必ず事業は拡大し、大金持ちになれ

るとさえいわれました。  当時のシカゴ・クラブのパンフレットには、会員になることによっ

て事業上のメリットが得られ、会員が商品や原材料を購入するときに

は、会員相互の取引が義務であり、さらに原価で提供することが原則

であることが明記されています。統計担当の役職 Statistician と
Registrar を設けて例会毎に報告書を配付し、次回の例会の出欠予定
報告と同時に前回の例会以降に会員間で行われた取引状況を記入す

ることが義務づけられていました。 

 ポール・ハリスは、会費が高いことに不平を洩らす会員に、原価取

引で得られる利潤を考えれば決して高い会費とはいえないと諭しな

がらも、シカゴ・クラブの［物質的互恵］制度への非難に対して、後

日、次のように弁明しています。 
 

初期のロータリーの目的は利己であったとしばしばいわれる。或い

は、その通りであったかもしれない。しかし、今までの人生の中で最

も人を思いやり、自己を滅却できたのは、1905 年、シカゴ・クラブ
の会員であった日々だと述懐する人もいる。会員が利己か利他かの判

断は、何によって幸せを見付けだすかによって決まる。もし、会員が

自分の利益を図ることに幸せを見いだしていたとすれば、利己主義で

あり、反対に、友人を助けることだとすれば、それは利他である。シ

カゴ・クラブの初期の段階に、この両方の考え方があったとしても、

それは、至極当然のことであろう。  

       

重要事項……毎回の食事の数を確定し、会員相互で取引されたビジネ

スの量を確認する必要があるので、この郵便物を直ちに返送するこ

と。 
あなたが取引したビジネスを立証する記録をつけて、その会員の名前

をしめした記録を大切に保管しておくこと。 
次回の例会に参加しますか （は い）（同伴者数） 

                  （いいえ） 
             [This Rotarian Age ---Paul HarRIs--- 田中毅訳] 
会   員   報   告 
前回の例会以降、私は 人の会員から   件の取引を受け取った。 
           私は 人の会員について 件の取引に影響を与え
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第6章 奉仕理念の導入 
 

ながっていきます。 
「せっかく仲間にしてやろうと言っているのに、断るなんて失礼だ。

今後二度と声をかけない。」俗人ならきっと、そう思ったに違いない

し、二度と彼を誘うこともなかったでしょう。しかし、［物質的互恵］

と［親睦］にのみ終始することに限界を感じ、次の段階へのステップ・

アップを考えていたポール・ハリスは、この事件を絶好のチャンスと

捉えて、直ちに、ロータリーの在り方を転換することを決断し、定款

を改正することを条件にドナルド・カーターに再考を促し、彼も快く

入会を了承しました。 

 身勝手なことがいつまでも続く道理もなく、こうした行為に対する

一般の人からの非難が日に日に高まり、ロータリアン自身からも批判

が出始めてきました。1906 年 4 月に、ドナルド・カーター事件が起
こりました。フレデリック・トゥイード Fredrick Tweedが、特許弁
理士ドナルド・カーターDonald Carterに［物質的互恵］の特典を説
明して、シカゴ・クラブへの入会を薦めたとき、彼は職業を持って社

会で生活している以上、職業を通じて社会に貢献することが自分が存

在する証になるのであって、自分たちだけの利益にこだわって、社会

的に何もしない団体に将来性も魅力もないと述べ、入会を断ったので

す。 

 
 この間のいきさつを、ゴールデン・ストランドでは次のように紹介

しています。 
  簡単に入会できない

ことが大きな魅力であ

り、入会を薦めれば誰し

もが二つ返事で受諾す

ることが当然だと思わ

れていましたから、この

入会拒否事件はシカ

ゴ・クラブに少なからぬ

ショックを与えました

が、この事件の処理に対

するフレデリック・トゥ

イードとポール・ハリス

の対応は極めて適切で

あり、その適切さが後の

ロータリーの発展につ

 それは、1906 年 4 月の出来事であり、その顛末は次の通りであっ
た。 
 トゥイードは言った。 
 「今のところ、シカゴ・クラブには特許弁理士がいないので、ロー

タリークラブの会員になるように、カーター君に提案したいんだが。」 
 カーターはびっくり仰天した。 
 「私はとても嬉しいし、興味があります。ロータリー・クラブのこ

とを耳にしたことはありますが、詳しく知っているわけではありませ

ん。その目的は何か教えて貰えませんか。」 
 トゥイードはポケットに手を入れて、まだインキが充分乾ききって

いない、新しい定款と細則のコピーを取り出して、［通常社交クラブ

に付随する親睦の充実］と書かれている条文を声を出して読み上げ

た。 
 カーターは一笑に付した。 フレデリック・トゥイード 
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心を市民の間に広める。」  「何ていう要望なんだ！ そんな権利は弁護士の辞書にも載ってい

ないよ。」  彼らはそれをタイプで打ち、カーターは印象的な短いスピーチを添

えてクラブに提出した。彼は次のように述べている。  カーターはその小さな書類を手に取りながら、トゥイードにとって

はかなりの時間、それを検討していた。やっと、カーターは口を開い

たが、今や微笑みは消えていた。 
 （トゥイードとカーターの署名入りの、1930 年頃の共同声明から
引用） 

 「フレッド、私が会員にならないことだけは、確かです。」  「まったく利己的な組織は永続性がない。もしも我々がロータリー

クラブとして生き残り、発展することを望むならば、我々の存在を正

当化するために何ごとかをしなければならない。我々はある種の市民

に対する奉仕をしなければならない。この定款の改正は、われわれが

市民に対する奉仕をすることが可能になるように、シカゴ・ロータリ

ークラブの綱領を拡大することを目的としたものである。」 

 「どうして？」 
 トゥイードは驚いたそぶりを見せた。 
 「一般的傾向として、会員以外の人々に、何か利益になるようなこ

とをするならば、そのようなクラブは大きな将来性を持っています。」 
 彼は目を伏せるようにして思案し、再び、書類を見つめた。フレッ

ドは眉間に深く皺をよせていた。それは、まさにかつて見たことがな

い別の頭脳が作り上げたような、まったく新しい考え方であった。ド

ンはつけ加えた。 

 彼が真摯な態度で、そのような衝撃的な行動にでたので、この改正

案は採用され、定款と細則の改訂版として 1907 年に出版されること
が実現した。 

 「あなたのクラブは何らかの市民に対する奉仕をすべきだと思いま

す。」 
[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
 しばしの沈黙に続いて、フレッドはゆっくりうなずいた。  これを契機に、シカゴ・クラブの定款に対社会的な行動に関する項

目が付け加えられ、始めて、原始ロータリーに奉仕という概念が芽生

えることになります。 

 「あなたは新しい考えを持っていのに、それをどうするかを考えて

いない。ドン、なぜクラブに入らないの。そうすれば、我々が歩もう

としている方向に添って、定款を改正することができるのに。」  
 それは当を得た提案であった。 ＜シカゴ・クラブ定款＞ 
 「私もそうしたいので、よく考えさせてください。」 1. 本クラブ会員の事業上の利益の増大 
 1 ケ月後、カーターは入会した。そして直ちに、ドンとトゥイード
はクラブの進むべき道について話し合った。ドンはロータリーのため

に、将来の綱領第 3条に思いを馳せた。 

2. 通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に必要と思われ
る事項の推進 

 彼の手書きの条文は次の通りであった。 
 「シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと忠誠
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3. シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと忠誠
心を市民の間に広める  

（1907年改正シカゴ・クラブ） 
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第 7章 ロータリークラブ連合会の設立  ロータリー運動に奉仕の概念が導入されはしたものの、会員同士が

お互いの事業の発展を図る相互扶助は、相変わらず魅力的な活動とし

てその後も継続されます。ただ、相互扶助を物質的互恵だけによって

図ろうとする弊害に気付き、会員同士がお互いの事業を発展させるた

めに智恵を出し合う精神的互恵に、相互扶助の方法が転換されていき

ます。もっとも、この転換は一朝一夕になされたわけではなく、物質

的互恵から完全に脱却できたのは 1912年になってからです。 

 
1907 年、ポールは会長に就任すると、兼ねてからの考えを実行に
移して、活動方針を大きく転換し、会員増強と他都市での新クラブ設

立と地域社会への奉仕活動を提案しました。 
 第一の方針である会員増強は、入会希望者が殺到している現状から

比較的容易に達成できる目標でしたが、後の二つの方針は思ったほど

簡単に進みませんでした。  会員が会社経営や労使問題などの経営上の悩みを持ち寄ってお互

いに相談し合うという、この精神的互恵は徐々に定着し、シカゴ・ク

ラブの会員に大きな恩恵を与えることになります。会員が例会の度に

持ち寄る企業情報は膨大なものとなり、友情に裏打ちされた情報だけ

にその精度は極めて高く、異業種間の情報やアイディアの交換、ノウ

ハウの伝授によって商習慣の改善や業務の能率化合理化が進み、企業

収益を順調に伸ばす結果になっていきます。 

 
 ポールは、たまたま出席した商工会の集まりで、ループ地区(シカゴ
中心部)の通行人は公衆便所がないために不便な思いをしているとい
う話を聞きこみ、これを奉仕活動を実践する絶好の機会だと捉えまし

た。 

 現在と違って、当時は経営理論や経営戦略が学問として集大成され

ていたわけではありませんから、ロータリーの例会の卓話やいろいろ

な会合で披露される実践談は、大学の講義以上の価値あるものとして

受け止められたに違いありません。更に、従業員対策や適正な利潤を

得るための方策は職業倫理を高める運動に発展して、後日、実践の場

におけるロータリアンの指針ともいうべき、［ロータリー・モットー］、

［ロータリー倫理訓］、［四つのテスト］などを生み出すことになりま

す。 
 シカゴ・クラブが設立されてから二年間、ポール・ハリスは敢えて

全ての役職を辞退して、裏方としてクラブ運営を指示していましたが、

その手法はかなり強引であったらしく、実質的には彼の判断に従って

クラブは運営されていたと言えるでしょう。 

 

シカゴ・クラブは、早速、グレート・ノーザン・ホテルに 25 の市民
団体の代表を集め、連合公衆便所建設委員会を設立して、行政に働き

かけますが、既に施設内にトイレを持っていることを強く主張する、
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シカゴ醸造組合と百貨店組合の激しい妨害を受けます。 
 当時のループ地区で顧客用にトイレを供用していたのは、百貨店か

バー位しかなく、トイレを借りる必要に迫られた通行人は、女性は化

粧品を買うことと引き換えに百貨店に入り、男性はビールの一杯も飲

みにバーの扉をくぐらなければなりませんでした。もし、無料のトイ

レができれば、これらの店の収入に影響を与えることは、誰の目にも

明らかでした。交渉は長引き、土地を掘り起こすまでに 2年の歳月が
掛かってしまいましたが、最終的には、建設用地と 20,000 ドルの補
助金を市当局から受け取ることに成功して、1909 年に市役所と公立
図書館の横に二つの公衆便所が出来あがったのです。 
 公衆便所設置は市民のニーズに従って市民団体を組織し、行政当局

に働きかけて、実施にこぎつけたものであり、俗にいわれるような単

に金銭を拠出した団体奉仕活動ではなかったことに注目しなければ

なりません。 
地域社会に対する奉仕の一環として、シカゴ市や民間団体に呼びか

けて公衆便所設置運動を行い、見事にこれを完成させたものの、この

事業がその後、大きな論争を引き起こす原因となります。親睦一辺倒

だったロータリーが初めて行った奉仕活動であり、これ以後数年の間、

親睦と奉仕を巡ってシカゴ・クラブは大揺れに揺れることになります。 
当時のシカゴ・クラブの会員数は 150名前後でしたが、新しい会員
の大部分は親睦と互恵を目的に入会したものであり、そこに始めて奉

仕という概念が導入されたのですから、混乱が起こるのは無理もあり

ません。 
 ポール・ハリスの方針に積極的に賛同したのは、ドナルド・カータ

ーや、1908 年に入会したアーサー・フレデリック・シェルドンなど
の小数派であり、クラブ内で圧倒的多数を占めていた［親睦・互恵派］

との間でくりひろげられた論争の激しさは、想像を絶するものだった

らしく、遂にシカ

ゴ・クラブを拠点

にしたロータリー

活動を断念したポ

ール・ハリスは、

健康が思わしくな

いことを表向きの

理由にして、二期

目の任期途中で会

長を辞任し、次い

でシェルドンも、

拡大に消極的だっ

た新会長ハリー・

ラグルスによって、

拡大委員長を解任

されるという異状

事態にまで発展し

ます。 
ハリー・ラグルス 

 
 四面楚歌の中で、ポールはシカゴ・クラブの会員であり、大学時代

の友人でもあるマニュエル・ムノズの紹介でサンフランシスコで弁護

士を開業しているホーマー・ウッドに、西部における拡大を要請し、

ウッドは精力的に拡大作業に取り組み、1908年 11月にサンフランシ
スコに、更に、1909 年にはオークランド、シアトル、ロスアンゼル
スに新クラブを設立しました。 
 途中からハリスの拡大の方針に賛同して、彼の活動を全面的に支え

たチェスレー・ペリーの働きも加わって、その後ニューヨーク、ボス
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トン、ポートランド、ミネアポリス、セントポールに新クラブが誕生

し、拡大の作業は順調に進んでいきました。 
 
 ロータリーの創始者ポールが描いたロータリーの将来像は、シカ

ゴ・クラブの現実とは大きく掛け離れた次元にまで飛躍していきまし

た。その結果、彼は親睦と物質的互恵に満足しきって、何とかその域

に留まろうとするシカゴ・クラブの大部分の会員の意識改革を気長に

待つことを断念して、会員増強、積極的な拡大、奉仕概念の確立とい

う、彼の革命的な試みを支持する仲間と共に、新しい組織を作る途を

選ばざるを得なくなりました。 
 この騒動の結果、1910年に結成されたのが、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

ブ連合会であり、これを境にして、奉仕・拡大派の活動の場はシカゴ・

クラブを離れて全米ロータリークラブ連合会へ移っていきます。これ

以降、ロータリー思想史の中におけるシカゴ・クラブの存在は徐々に

希薄となり、全米ロータリークラブ連合会や、その後身である国際ロ

ータリークラブ連合会や RI を中心に、ロータリー思想の追究が行わ
れることになっていきます。 
 
 拡大も奉仕理念の追求も大切なことではありますが、その議論が白

熱化した結果、シカゴ・クラブの親睦に破綻をきたしたこともまた事

実でした。ロータリークラブが社交クラブとして生まれた以上、どん

な理由があったとしても親睦を阻害する因子は排除しなければなり

ません。この苦い経験を経て、親睦の場としてのロータリークラブと、

奉仕理念を追求し積極的に拡大を図る場としての連合会を分離する

ことによって、無用の混乱を起こさないという配慮から連合会を設立

する構想が生まれたのです。 
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チェスレー・ペリー 

 ちなみに、連合会の初

代会長にはポール・ハリ

スが就任し、事務総長

（幹事）はチェスレー・

ペリーChesley Perryが
務めました。チェスは、

1942年までの 32年間そ
の職に留まり、退任後の

1947 年、シカゴ・クラ
ブ会長に就任すること

で、古巣であるシカゴ・

クラブに華を持たせま

した。 
 

改革の足音は、1906年の終わり頃から聞こえ始め、1907年には本
格的なものとなり、1913 年まで続いた。この騒動の間に、ロータリ
ーは、相互扶助と友愛のためにシカゴに集った素朴な地域団体から、

国際的視野と崇高な目的を持った組織へと発展していったのである。  
［This Rotarian Age ---Paul Harris--- 田中毅訳］  
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第 8章 アーサー・フレデリック・シェルドン は百科事典販売の権利を与えられます。更に 1899 年には自分で出版
社を経営するまでに成長します。  

 ロータリーの歴史を語るとき、創立者であるポール・ハリス、組織

の構築者であるチェスレー・ペリーと共に、ロータリー理念の提唱者

であるアーサー・フレデリック・シェルドン Arthur Frederick 
Sheldonの存在を忘れることはできません。 

その後、大学で学んだ販売学に自らのセールスマンとしての経験を

加え、1902 年に、シカゴにビジネス・スクールを設立して、サービ
スの理念を中核にした販売学を教える道を選びます。後日、ロータリ

ーの職業奉仕理念の中核となった「He profits most who serves best」
に基づくサービス学の概念を、科学として捉え、それを体系的に教え

ることが、シェルドン・ビジネス・スクールの方針だったのです。 
 

1868年 5月 1日、ミシガ
ン州バーノンで生まれたシ

ェルドンは、ミシガン大学の

経営学部で販売学を専攻し、

修士課程をトップの成績で

卒業しました。 
現在でこそ経営学はメジ

ャーな学門ですが、当時とし

ては極めて特殊な分野であ

り、更に、広告はすべて虚偽

か誇大広告、口からでまかせ、

ぶったくりといった商法が

普通であった 1880年代に、
経営学、それも販売学という

全く新しい分野の学問を修

めたわけですから、この分野

におけるパイオニア的存在だったと言えるでしょう。 

その証拠に、1910年の全米ロータリークラブ連合会創立以降、「He 
profits most who serves best」という奉仕理念を、全国のロータリ
ー・クラブに広める活動の中心になったシアトル・クラブのジェーム

ス・ピンカムやシューシティ・クラブのパーキンスやジョン・ナトソ

ンたちは、シェルドン・ビジネス・スクールの卒業生でした。 
 
ポール・ハリスの「This Rotarian Age」には、「1908年のある日の
夕刻、ミネアポリスの行きつけの散髪屋の椅子から、その組んでいた

長い足を解いて表に出たとき、突然浮かんできた言葉が He profits 
most who serves his fellows best である」と記載されています。 
シェルドンがシカゴ・クラブに入ったのも、同じ 1908年 1月です
から、このモットーのフレーズが出来上がったのが、1908 年のある
日の夕刻だったとしても、その考え方は、シェルドン・ビジネス・ス

クールの時代、いや、自転車の荷台に本を載せて、ワイオミングの大

草原の中で訪問販売をしていた時代に培われたことは間違いありま

せん。彼自身は、「大学で学んだことは単なる知識であって、販売学

の全ては、実社会に出てから学んだことだ。」と語っています。  
このビジネス・スクールの塾生だったジョン・ナトソン（道徳律起

草委員の一人）は、「1906年、この学校の広告を偶然に見た私は、入
卒業後、図書の訪問販売のセールスマンとして、素晴らしい営業成

績をあげ、たちまちセールス・マネージャーに抜擢され、1893 年に
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学金 10ドル、授業料月額 5ドルを払って 684番目の学生として入学
した。そして 6ケ月の間に 40冊の教科書を受け取った。」と述べてい
ます。 
 

1906年の後半、シカゴ・クラブは大きな転機を迎えます。 
1905 年の創立以来、会員同士の親睦と物質的相互扶助に重きを置
いてきたシカゴ・クラブに、対外的な奉仕をすべきだという意思を持

って入会してきたドナルド・カーターの考え方に同調したポール・ハ

リスは、1906年 12月に定款を改正して社会奉仕に関する項目を追加
し、更に 1907年 2月、会長就任と共に、運営方針を抜本的に変更し、
会員増強、拡大、社会奉仕の実践を提唱します。 
しかし、これまで会員に大きな利益をもたらしてきた物質的相互扶

助と、突然提唱された社会奉仕の概念との乖離は大きく、これに反発

する会員との間で争いが起きます。 
 
そんな状態の中で、シェルドンはハリー・ラグルスの推薦で、1908
年 1月にチェスレー・ペリーと共にシカゴ・クラブに入会します。 
ハリー・ラグルスが互恵・親睦派の旗頭であったことから、彼ら二

人も、ラグルスが自派の勢力拡大を計って入会させたことは明らかで

すが、その後この二人が共に、ハリー・ラグルスと袂を分かって、ポ

ール・ハリスの片腕となり、シェルドンは奉仕理念の提唱者として、

ペリーはロータリー組織の建設者として協力したことは皮肉なこと

です。 
理論構築や理論提唱があまり得意でなかったポール・ハリスは、そ

の作業を全てシェルドンに任せたのではないかと思われます。シェル

ドンの奉仕理念は既に完成の域に達していましたが、彼はビジネス・

スクールを通じてその理念を広げるよりも、ロータリーという大きな

組織を通じて広げることに魅力を感じたのかも知れません。ロータリ

ーはロータリーで、シェルドンの新しい奉仕理念をそっくりそのまま

導入してロータリーの奉仕理念とし、お互い持ちつ持ちたれつの関係

で、利用しあったのではないかと思います。 
 
 シェルドンの入会に関して、Golden Strand には、次のような記載
があります。 
 

シカゴ・ロータリークラブにおける活動を 1908 年に開始したそれ
らの指導者の一人が、販売学という新しい学問の専門家、アーサー・

シェルドンである。アーサーは創造的な気質を持っていた。彼は如何

なる現況にも永遠に不満であり、彼の父にとって充分満ち足りたこと

でも、彼にとっては不充分であった。従って、彼は、表面化してきた

ロータリーの言い訳の検討を余儀なくされることを予感していた。 
 彼は販売学の専門家であり、頭脳明晰で意志疎通にたけていた。そ

こで彼は、彼の同僚の良心を奮起させるような、微妙なまたはそれ以

上のことを言ったに違いなかった。ある事柄について多弁にブレーン

ストームすることが、アメリカのやり方である。話して、話して、い

つまでも話して、挑戦し、反抗し、突っ込み、受け流し、突き返し、

再び攻撃する。しばしば、人々は興奮してくる。外国人は彼らの議論

を聞いて、すぐ喧嘩をしていると勘違いをする。議論を終えて、突如

として微笑みながら明らかな親しみを示すのを見て、びっくりする。

それがシカゴ流のやり方であった。 
[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
シェルドンに対するポール・ハリスの信頼がいかに厚かったかは、

入会の翌月の 1908年 2月（当時のロータリー年度は 2月から翌年 1
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第 9章 He profits most who serves his fellows best 月）に、彼を情報拡大委員長という重大な役職に任命したことからも

明らかです。  
1910年 8月 15日から 17日まで、シカゴのコングレス・ホテルで、

全米ロータリークラブ連合会 The National Association of Rotary 
Clubsの第一回年次大会が開催されました。 

シェルドンも、入会僅か 1ケ月の新入会員であったにもかかわらず、
多くの古参ロータリアンを前にして、彼の持論である「サービス学」

を新しいロータリー理念として説くことで、それに応えたわけです。 
毎回の例会毎に、ポール・ハリスとシェルドンによって繰り返され

る奉仕哲学と拡大の必要性を説くの議論に、大多数を占める互恵・親

睦派の会員たちは辟易しました。その白熱した議論の雰囲気を和らげ

るためにハリー・ラグルスが始めたのが「唱歌」であったことは、余

りにも有名な話です。 
しかしついに、その緊迫した状況は破局を迎え、1808年 10月、ポ
ール・ハリスは任期半ばで会長を辞任し、シェルドンも情報拡大委員

長の任を解かれます。その状況を憂慮したチェスレー・ペリーは、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として全
米ロータリークラブ連合会を結成して、その組織にポール・ハリスと

シェルドンを迎え入れ、自らも事務総長として、その腕を振るうこと

になります。 

 
 
シェルドンやシアトルおよびミネアポリスのロータリアンたちの

働きかけによって、物質的相互扶助の慣習から脱却して、職業倫理を

高めるための最初の公式文書として、新たなロータリーの綱領が採択

されました。 
 

＜ロータリーの綱領＞ 
1. アメリカ全土に加盟ロータリークラブを結成することによって、
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ロータリーの原則を拡大発展させること 会員の商業上の利益を増進すること」 
2. アメリカ全土の加盟ロータリークラブの業務と原則を統一するこ
と 

シェルドンはそれらの言葉にまったく反対しているわけではなく、

単純にそれでは不充分であると考え、そう言い続けてきたのである。

しかし、ポール・ハリス自身は、その考え方をまとめた委員会の側に

おり、強力な名声に満悦していた。----中略---- 
3. 市民としての誇りと忠誠心を喚起しかつこれを奨励すること 
4. 進歩的で尊敬すべき商取引の方法を推進すること 
5. 加盟ロータリークラブの個々の会員の事業上の利益を増大するこ
と 

 大勢の人たちが相互取引という平等性を強調することによって支

えられてきた。そのことは、初期のシカゴ・ロータリークラブで使わ

れた成績表によって証明されている。 [1910年 シカゴ大会] 
 その時、全国的な規模で相互取引をしょうという考え方を採用し

て、その決済機関を設立することが、まじめに提案された。ニューヨ

ークで営業利益をあげているセントルイスのロータリアンは、彼らの

仕事をニューヨークのロータリアンに譲る。国中でそれを忠実に実行

する。 

 
 この綱領の内容は、アメリカ国内におけるクラブ連合体としての

位置付けを明記する以外は、シカゴ・クラブの定款の域を出ないもの

でしたが、原案にあった「会員相互の取引関係を向上させること」が

「進歩的で尊敬すべき商取引の方法を推進すること」に修正されたこ

とは、物質的互恵からの脱却を意図するものとして意義深いことです。  その提案に、アーサー・シェルドンや彼の同僚は心底から抗議して、

「それは利己的な計画だ！」と叫んだ。さらに、彼らはインパクトを

与えた。その計画が代議員の前に提示された時は、あまり気のりのし

ない了承を受けただけで、むしろ取引の拡大に好意的でさえあったの

だから、ロータリーの良心は明らかに動いたのである。 

その間の事情について、Golden Strand には次のように記載されて
います。 

 

アーサー・シェルドンはそれらのクラブのうちから、彼自身と胸襟

を開いて話し合える何人かの人 -- 特にシアトルとミネアポリス -- 
と連絡をとった。 

 それは、その時に、平均的な市民の上に立つ人たちとしてのシカ

ゴ・ロータリークラブが、上辺の機構だけではなく、この伸びゆく組

織のための精神的な強化を成し遂げたことを意味しているのである。  彼らや彼らの一派は共に不満をもっていたので、この大会において

職業道徳に関する最初の公式文書を作ることになった。５条からなる

綱領は、全米ロータリークラブ連合会の新しい定款と細則の中で発表

された。 

連合会の綱領の第４条は、突然採択された新しい解釈として「進歩

的で尊敬すべき商取引の方法を促進すること」と述べられている。そ

れが綱領の第５条の「加入するロータリークラブの個々の会員の商業

上の利益を増進すること」に横滑りするには長い時間は不要だった。  意味ありげに、第４条が読みあげられた。「進歩的で尊敬すべき商

取引の方法を促進すること」 
 第５条は次の通りであった。「加入するロータリークラブの個々の
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 ハリスやシェルドンや、彼らと親しい他の人々の指導によって、会

員たちは、「進歩的で、尊敬すべき」という用語の新しい意味を知っ
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た。 今や我々は、知識と知恵が満ち溢れる時代に近づきつつあるのであ

る。 ほとんどすべてのクラブの例会において「統計係」が相互取引の白

熱した報告で会員を楽しませていた、ちょうどそんな時であった。そ

れは、利己的な取引を押し進めることから、初めて明確に転換を決意

したことを表している。 

 
 知恵の光がさし始めた、この 20 世紀の黎明の中に立っていること
は、素晴らしいことである。20世紀の実利主義の特徴は協力すること
であり、知恵の光に照らされた人間は、他人に利益をもたらすことこ

そが正しい経営学だということを理解し、販売学が人間に対するサー

ビス学であることを理解し、同僚に対して最も奉仕した者が最も報わ

れるHe profits most who serves his fellows bestことを理解するので
ある。 

[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
大会の最終日にゴールド・ルームで開かれた晩餐会の席上、連合会

の企業経営委員会 Business Method Committeeの初代委員長に就任
したシェルドンは、兼ねてから彼が考えていた奉仕哲学に関するスピ

ーチを行い、He profits most who serves his fellows best という言葉
を始めて披露しました。 

[第 1回全米ロータリークラブ連合会年次大会議事録 田中毅訳] 

 
  彼は、どんな手段を講じようとも、富を得たものが成功者としても

てはやされた 19 世紀の利己的な経営手法を批判すると共に、単に自
分だけが儲けようという商売から脱して、商売とは他人に対してサー

ビスすることであることを力説しました。20世紀の実業人を成功に導
く方法は、利益を他人とシェアするというサービス学を遵守すること

であると説き、その理念を端的に表す言葉として、He profits most 
who serves his fellows best というモットーを発表したのです。 

 19世紀における実利主義の特筆すべき点は競争である。人間は長い
旅路を漂いながら進化し成長していくものだが、特に今世紀も間近に

控えた 19世紀の 4分の 3を迎えた頃には、毎日毎日が食うか食われ
るかという人間の本能をむきだしにした状態が最高潮に達した。 
平均的な実業家の座右の銘は、自分がしようとすることを他の人が

しないうちに、最初にすることであり、他人のために善行を行うので

はなく、悪行を行う風潮であった。もちろん、例外があったとしても、

それが鉄則であった。 

 

 商売の原則は、「買手の自己責任」として、買手が用心することで

あった。 
 20世紀における人類は、あらゆる面で知性の円熟期に近づきつつあ
る。人類は、無知という精神的な夜の帳を抜けて、知識の薄明を迎え

ようとしている。印刷物や出版された文献や学校教育を通じて、人類

は、昇る太陽の知識の光を享受し、その光は世界中を照らしている。
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 彼は、悪い商習慣がはびこり、出店と廃業がめまぐるしく繰り返さ

れる過酷な自由競争の中で、持続して繁栄し発展しているいくつかの

企業に共通して見られる特徴を、サービスと名づけました。価格が安

いことだけがサービスではなく、店主や従業員の顧客への態度や気配

り、商品や業務に対する責任、顧客が感じる満足感と公平感、こうい

ったもの全てがサービスであり、サービスこそが企業の永続的発展と

成功を保証する唯一の方法であることに気づいたのです。 
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ジェームス・ピンカム 

ム ス ・ ピ ン カ ム James 
Pinkham やシューシティ・

クラブのジョン・ナトソン

John Knatsonたちによって
積極的に進められ、やがて、

第二回全米ロータリークラ

ブ連合会の年次大会を迎え

ます。 

 事業上得た利益は、決して自分一人で得た利益ではありません。従

業員、取引先、下請け業者、顧客、同業者など、自分の事業と関係を

持つすべての人々のおかげで得たことを感謝し、その利益を適正にシ

ェアする心を持って事業を営めば、必ず最高の利益が得られることを

自分の職場で実証し、その方法こそが正しいやり方であることを、地

域全体の職業人に伝えていかなければなりません。 
 まず、ロータリアンの企業が職業奉仕理念に基づいた正しい事業経

営をし、それによって事業が継続的発展をすることを実証すれば、必

ずや他の同業者たちもその経営方法を見習うはずです。それが結果と

して、業界全体の職業倫理高揚につながるはずです。これが、He 
profits most who serves his fellows best の真意です。 
 
なお、この最初のモットーに his fellows という言葉が加えられて
いたことは、非常に興味深いことです。現在のモットーが、全ての人々

を奉仕の対象としているのに対して、その対象を his fellows と限定
していることは、とりも直さず、当初は自分の事業に関連する人々だ

けを対象にしていたと考えられるからです 
素晴らしい奉仕理念の提唱であったにもかかわらず、このスピーチ

の内容を理解できた人はほとんどいなく、従って反響はゼロに等しい

ものでした。 
当時の人たちが、「奉仕・・サービス」という言葉から思い浮かべ

ることは、「神に対する奉仕・・・教会」「国に対する奉仕・・・兵役」

「主人に対する奉仕・・・召使」といった程度であって、経営と奉仕

とを結びつけることに思いを馳せる人は誰もいなかったからです。 
この時点から、この新しい奉仕理念を全国のロータリアンに伝える

作業が、シェルドンや、かつてシェルドン・ビジネス・スクールの学

生として、シェルドンの奉仕哲学を学んだシアトル・クラブのジェー
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第 10章 He profits most who serves best  
 Golden Strand はその情景を、次のように説明しています。  

1911年 8月 21日から 23日まで、オレゴン州ポートランド商業ク
ラブ会議場において第 2回全米ロータリークラブ連合会の年次総会が
開催されました。 

 

 次の年の全国大会は、オレゴン州ポートランドで開催された。そこ

でアーサーは新しい理想主義の詳細をはっきり説明することを期待

されていたが、事情があって、彼は出席することができなかった。彼

の悲嘆は如何ばかりであったか。しかし、彼は自分の演説を文書にし

たためて送ってきた。手紙によってでさえも、彼の熱意が伝わってき

た。代議員たちは、熱心にその朗読に聞き入った。 
 彼は取引を推し進めることについてはまったく言及しなかった。そ

の代わりに、その手紙は新しい概念としての、サービスの様式と質を

論じていた。 
 サービスとは？ 
 代議員の何人かは、直ちにその言葉の虜になった。彼らは、それが

奴隷とか、我慢をすることとか、またはせいぜい教会の活動のある漠

然とした特徴を意味するものと思っていた。ロータリーは楽しみ、食

事、友情を、更におまけとして、物質的相互扶助を目指していたので

はなかったのだろうか？ もちろん、その通りである。相互取引の報

告書を見てみるがいい！ 大部分のロータリアンは当然のこととし

て、ポートランドに来ている代議員でさえ、そう感じていた。 

 

 大会議事録によると、その最終日に欠席役員及び会員から寄せられ

た多くのメッセージが読み上げられ、その中に、企業経営委員会から

の報告書の代わりに、アーサー・フレデリック・シェルドン委員長が

用意した演説原稿が同封されており、それをチェスレー・ペリー事務

総長が代読したと記載されています。  シカゴで前の年にされた方針の変更のニュースは、すべての人の心

に浸透していたわけではなかった。そこで人々は、座席からのりだす

ようにしながら、アーサー・シェルドンが行うはずだった 1911 年の
演説の朗読に熱心に聞き入った。 ---中略---  

実は、彼は所用のためイギリスに滞在中であり、この大会には参加

しておりません。 
その内容が、参加者に極めて強い印象を与えたため、大会議事録と

して配布された報告書の中に演説の全文が印刷された上、He profits 
most who serves bestがモットーとして採択されるという結果に至り
ました。 

それはまさしく古典的な美と力の宣言であった。朗読が終わったと

き、しばしの間は、感極まってしわぶき一つなく座っていた聴衆の間

から、突然割れんばかりの拍手が起こった。 
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 代議員たちは、立ち上がって両手を振っている人物に気づいたが、

大喝采はやむ気配もなく、どよめきは続いていた。やっと彼は注意を

促して、拍手を静まらせた。彼はシアトルのジェームズ・ピンカムで

あり、新しいロータリーの宣言を作るための決議委員会の委員長であ

った。 

 専門職務とは、科学を実践することである。 
 経営学は、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる He profits 

most who serves best」に基づくサービス学である。 
 実業に取り組み、実業を築いていくことは、これに関連した知識を

体系づけることによって科学的なものに変えていき、専門職のように

実業を高揚させることである。 「議長！」ジムは叫んだ。 
「私は“He profits most who serves best”を我々の宣言の結論の言
葉にするという動議を提案します。」 

いかなる団体の成功も、サービスに従事した人々の成功の集積であ

る。 
 直ちに、議場は賛成の歓声に変わった。投票用紙など無用であった。

動議は満場の拍手によって決着がつき、また、そうすることを命じて

いた。シカゴから 1,500マイルも離れた場所にいたセールスの達人は、
素晴らしい仕事を成し遂げたのである。 

 事業主よりも大きな事業所はなく、その事業所の全員と関係を持っ

ているのが事業主である。 
 顧客は事業所のことを熟知している。顧客の獲得と維持の双方は、

事業主の力量如何にかかっている。 
[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 広い意味で、すべての人はセールスマンである。それぞれの人は、

それがサービスか商品かにかかわらず、売るべきもの持っている。  
 商売上における人生の成功は、末永く利益をもたらす顧客を確保す

る技術を持って、事業を営むことによって決まる。 
シェルドンの演説は極めて哲学的な長文のスピーチですので、その

一部のみをご紹介します。 
血の通った事業を築いていくのは、利益を得るために、品物を買う

ように人々を説得する原動力、すなわち販売術である。血の通った販

売術の源となる心こそサービスであり、最終的に、買手と売手の双方

に利益と満足を与える原動力である。 

 

「私の宣言」 
私は、以下のことを信じている。 
我々は科学的な時代に生きている。世のために努力を重ねるすべて

の職業は、急速に、科学を基本とするものに変わりつつある。 --中略-- 
広い意味における人生の成功は､幸運とか機会というものではな

く、心理的、道徳的、物質的な自然の法則によって支配されている。 
 我々は、適合する者のみが生き延びられる時代に生きている。10
年前よりも、今日の方が更に適合を要求されることを意味し、今日よ

りも、10年後の方が更に適合を要求されることを意味するのである。  これらの自然の法則のすべてを調和させる活動こそ、最高の成功を

意味する。自然の法則の一部を犯すことは、単なる部分的な成功を意

味し、全てを犯すことは、失敗を意味する。 
 我々は商業の時代に生きており、商業や事業は科学である。 
 科学とは、真実についての適切な見解、把握、比較、記録に基づい

た常識を簡潔に分類することである。 
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これらの自然の法則を教えることの方が、教育の名において現在教
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えられている多くの事柄を学生の頭に詰め込むより、よっぽど有益で

あることが判る。 
--中略-- 
宇宙を認識する道は、進取の気性を開発することによって作り出さ

れる。 
サービスをしたいという願望は、利己主義や自らを意識するという

段階から、宇宙を認識するという英知に向かう段階に至る人間のたど

る道として発展したものである。言いかえれば、我々が利他の心を持

って他人の成功を願うことは、自らが成功への道を歩んでいることで

ある。 
--後略-- 

[第 1回全米ロータリークラブ連合会年次大会議事録 田中毅訳] 

 
その内容を要約すれば、次の通りです。 
 商業や事業を営むことは、経営学という科学を実践することであ

り、経営学とは He profits most who serves best に基づいたサー
ビス学である。 
 事業の発展は事業主の力量如何にかかっており、それは末永く利

益をもたらす顧客を確保する技術を持って、事業を営むことであ

る。その技術の基になるものが販売学であり、それを会得するた

めには教育が必要である。教育の目的は進取の気性を作り出すこ

とによって、能力、信頼性、持続性、行動力を引き出して、人間

の守備範囲を増やすことである。 
 人生の成功は､心理的、道徳的、物質的な自然の法則によって支配

されており、これらの自然の法則のすべてを調和させる活動こそ、

最高の成功を意味する。 
 人生において、絶対的な権限を持った宇宙の摂理を認識すること

が必要である。宇宙の摂理を認識することは、民族の連帯の理解、

すべての物の単一性、人間の兄弟愛の現実などという一般的な感

覚を開発することであり、磨かれた人は、ビジネスのいかなる場

所においても、He profits most who serves best でなければなら
ないという事実に気づくのである。 
 宇宙を認識する道は、進取の気性を開発することによって作り出

される。サービスをしたいという願望は、宇宙の摂理を認識でき

る人間のたどる道であり、利他の心を持って他人の成功を願うこ

とは、自らが成功への道を歩んでいることである。 
 
 ［最もよく奉仕する者、最も多く報いられる］［積善の家に余慶あ

り］［奉仕に徹する者に最大の利益あり］などの邦訳がありますが、

必ずしもシェルドンのいわんとする真意を的確に表現しているとは

いえません。［最もよく奉仕する者、最も多く報いられる］が公式訳

文であり、［積善の家に余慶あり］は［積善の家には必ず余慶あり、

積不善の家には必ず余殃あり（易経）］を当てはめたものです。 
 
 なお、profitsの解釈を巡って金銭的な利益か、精神的な利益かの論
議が今なお盛んですが、ロータリー運動を生みそれを発展させた背景

に、資本主義経済の悪い側面がもたらした極端な唯物主義や拝金思想

に対する反省、即ち、目先の利益第一主義からの脱却し、利益の適正

配分を心がければ、必ず事業の継続的な発展があることを説いている

ことを考えれば、その何れかは容易に想像がつきます。 
 儒教的な発想から、とかく、清貧を美徳と考えがちな日本人は

profitsを精神的なものと解釈しがちであり、同じような過ちを冒した
当時の宗教関係者に、シェルドンがその考え方を明確に否定していま

す。 
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第 11章 フランクリン・コリンズ  

ニューヨークのロチェスターの集会で、シェルドンを紹介した牧師

が全く悪気なく、シェルドンの理論を、「たとえ、金銭上の利益は得

られなくとも、正しいことをしたという事実を経験した満足感によっ

て、精神的な利益として償われる。」と、見当違いな前置きを述べて

しまった。シェルドンの理論はそうではなかったし、牧師のこの不適

切な紹介が悪い効果を与えて、彼の話の値打ちを下げないようにする

ために、与えられた時間のほとんどを弁明に浪費するはめになった。  

 
 ミネアポリス大会のエク

スカーションとして開催さ

れた、コロンビア川をさか

のぼる船旅の中で、多くの

ロータリアンが思い思いに

即興演説をしました。その

一つとして、1910年に創立
されたミネアポリス・ロー

タリークラブ会長のベンジ

ャミン・フランクリン・コ

リンズ B. Frank Collinsが
語った言葉が「Service, not 
self」でした。 

［This Rotarian Age ---Paul Harris--- 田中毅訳］ 

 

そ の 経 過 に つ い て 、

Golden Strand では次のよ
うに説明しています。 
 

ポートランドでは全国大会が開催されていた。ホストクラブは、す

べての代議員に、愉快に自然に親しみたい観光客としてのスリルを味

わってもらおうと、コロンビア川をさかのぼる遊覧船に乗れるように

手配した。抜け目ない連合会会長から出された、大会の当日の全議事

を船の上でやるように手配するという提案は、余りにも魅力的なもの

だったので、皆は嬉しそうな顔をして賛成した。もしも、スピーチに

穴があけば（大会の講演者がしばしば見せた習慣）、いつでも、移り

ゆく風景のパノラマを楽しむことができるに違いない。 

フランク・コリンズ 
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 その日に講演者の一人が、ミネアポリス・クラブの弁護士であり会

長のベンジャミン・フランク・コリンズであった。彼の演説は命令調

で個性的であり、うるわしき８月の朝のように力強い話しぶりだっ

た。彼が話しを締めくくったとき、人々はただうっとりと彼の演説に

聞き入っていた。 

「よし、それなら ”Service Above Self” にしたらどうだろうか？」 
 誰かが意気揚々と、適切な提案をした。 
「それは良いね！」 
 別の人が叫んだ。たぶんそれは、販売の専門家アーサー・シェルド

ンの興奮した声であったに違いない。 
---中略--- 「それはよい方針であり、すべてを言い尽くしている。」 
 二度あることは三度であった。奉仕のテーマが、再び、短い言葉で

宣言された。代議員たちは直ちに、その言葉に飛びついた。 
 明らかに、彼の発言は正しく、その提案は満場一致をもって採択さ

れた。そこで、数カ月後には、“Service Above Self”は多くのロータ
リーのレターヘッドやパンフレットや演説原稿や宣言文に用いられ

はじめた。更にしばしば、モットーは ”He Profits Most Who Serves 
Best”と“Service Above Self”とが組み合わされて印刷された。 

 実際、この演説は、アーサー・シェルドンの有名な宣言、「He profits 
most serves best」を最初に聞いてから、僅か数分以内になされたも
のであった。 
 しかし、このより短い叙述は、再びロータリアンの心を打ち、各ク

ラブは両方のモットーを採用することを決定した。---中略--- 
 あらゆる様式で、モットーは満足感を持って、長く使われることに

なった。それは、単にシカゴだけではなく、約 40 年間にもわたって
完全な公式声明とは言えないにせよ、すべてのロータリーの会員に親

しまれたのである！ 1950 年のデトロイト大会でこの二つの文言が
ロータリー・モットーとして正式に認められるまでは、このモットー

は個人の自由裁量で文献やあらゆる場所で頻繁に使われていた。 

従って、この手のインパクトのあるスローガンは、販売の分野で近

代的であると評価されるためには、どうしても不可欠なものであっ

た。そこでロータリーは、そのモットーをロータリーの内外に広く売

り込むことを決意した。 
 誰が最初に、紙に書かれたその短い標語をいじくり回そうとしたか

は分からない。たぶん、それは委員会ではなく、グループだったであ

ろう。自分で売り込んだ即席演説だったのかも知れない。 

[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

「Service, not self」 
 そう、何れにせよ、自己の存在を考えることが、まったく悪いわけ

ではない。例えば、人間は自尊心を持つべきだし、自分自身を守らな

ければならない。もし自分自身が零落すれば、奉仕することなどでき

るわけはない。従って、「Not Self」が、何を意味しているかを理解す
ることは、まったく難解である。自分自身を二の次にしておくのは良

いとしても、それを完全に否定するのはどうかと思われた。 
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1911年のポートランド大会議事録を見ると、「Service, not self」が
ロータリー・モットーとして採択されたという記述はなく、単に、「船

上で、ミネアポリス・クラブ会長のベンジャミン・フランリン・コリ

ンズが、ミネアポリス・クラブ運営方針に関する短い演説を行った」

とのみ記載されております。なお議事録には、そのスピーチ原稿は収

録されておらず、「Service, not self」という言葉も、記載されていま
せん。 
 すなわち、1911 年のポートランド大会で、ロータリー・モットー
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かります。さらに、まわり道をして切符を買うためには、余分な時間

がかかってしまうでしょう。」 
 従って、皆が喜んで受け入れるものではありませんでした。提案は、

このような方法で彼らに知らされていました。  
「もしあなたが、このクラブの方針である "Service, not self" に従っ
て行動しているならば、あなた方は、彼の事業所に行く義務がありま

す。」 
 そして、それ以来、私たちは全く何の苦労もしていません。昼食会

に出席する会員の 90 パーセントは、その人の事業所に行って、そこ
でチケットを買い、そこでしばしば、事業上の手腕を発揮します。 少
なくとも彼らは、商品を見て、事業所を見て、それを通じて友人とな

り、心の中に深く刻み込まれれば、ロータリーの枝葉が何であるかが

判るのです。 
---中略--- 
 その後まもなく、私たちはある計画をたてました。当然のことなが

ら、私たちのクラブには、中心的に事業を営み、クラブの会員の上得

意である一人の食料品商がいましたが、同時に、一軒の食料品店だけ

を上得意にすることは、クラブの全会員にとっては絶対的に不可能な

ことでした。 
 何故ならば、あなた方の近所に食料品店があると、必要なものがす

ぐ手に入って便利だからです。 

として「He profits most who serves best」と「Service, not self」の
双方が採択されたという、今までの解釈は、Golden Strandの記載の
誤りに端を発したものであり、この大会でロータリー宣言の結語とし

て採択されたのは、シェルドンの「He profits most who serves best」
だけであると訂正する必要があります。 

さて、このコリンズのスピーチ原稿の一部をご紹介すると次の通り

です。 

ロータリークラブの組織では、なすべきことはただ一つであり、そ

れを正しく始めなければなりません。正しく始めるためには、ただ一

つの方法しかありません。  
 自らの利益が得られるかもしれないと思ってロータリーに入って

くる人たちは、間違った部類の人たちです。それはロータリーではあ

りません。ミネアポリス・クラブによって採用され、当初から定着し

ている原則は、「Service, not self」です。 
---中略--- 
 私たちは金曜日ごとに昼食例会を開催しましたが、一部の会員が、

来週の昼食会のチケット販売係として、前の週に委員長によって任命

されました。チケットはその人の事業所で販売されるので、クラブの

すべての会員は、彼の事業所に行くことが重要な義務となり、そこで

彼からチケットを買うことによって、その人やその人の事業を知るこ

とができます。現在、これは、友人関係を緊密にするために私たちが

用いている、最も喜ばしい方法の一つになっています。 最初、それ
が提案された時は、いくらかの反対がありました。 
 皆は言いました。 
「 私たちには時間がありません。 昼食会に行くために、1 時間半か
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ある日、私の息子が私のところに来て、言いました。  
「お父さん。今日、或る食料品商がきて、私たちと取引するようにロ

ータリーの会員に勧められたという話しました。」  
 私はその会員に電話して、言いました。  
「顧客を私に送ってくれたことに対して、とても感謝しています。」  
 彼は答えました。  
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「何が起こったかについて、あなたにお話しましょう。 私はちょう
どお金を持ちあわせていたので、請求書の支払いをしました。長い間

の中で初めてのことでした。食料品商は、お金を貰ったことを大変喜

んで、私が望んだことを何でもしますと言ったので、私は、彼にあな

たのところに行って、あなたと取引きをするように話したのです。」  
 この時以来、私は、その人との取引が増えることを喜んでいます。

もし私がそうしなかったら、それは私自身の誤りであり、そうする機

会が私に与えられたのです。  
 もし品質や値段やサービスの点で、その人との取引が成立しなくて

も、その人を私のところに回してくれたロータリアンの過ちではあり

ません。今や、近所にある別の食料品商が私を訪れて、私に話をもち

かけるといったことが何度となく起こっています。  
---後略--- 

[The National Rotarian 1911年 1号 田中毅訳] 

 この二つの文献を対比してみると、「Service, not self」という言葉
の解釈に大きな違いがあることが判りますし、フランク・コリンズ自

らが語ったスピーチ原稿の方が正しいことは当然です。すなわち、

「Service, not self」という言葉は、決して自己を犠牲にして、他人に
奉仕することを強いているのではなく、単に、従来は会員同士でおこ

なっていた相互取引を、ロータリアン以外の人にも広げていこうとい

う発想に過ぎないことが判ります。 
 自己を滅却して奉仕をしたのでは、自己の存在を否定することにな

る。自己の存在を認めた上で、他人に対する奉仕をすべきである。つ

まり、「Service, not self」は、「Service above self」より精神性が高
いという考え方は、Golden Strandの影響を受けた間違った解釈であ
り、この二つのスローガンは、全く別次元の独立したスローガンと考

えた方が理解しやすいのではないでしょうか。 
 コリンズの述べている「Service」は単なる商売上の取引を表す言葉
であり、「自分一人で商取引を独占するのではなく、他の人たちにも

分け与える必要がある」という、「He profits most who serves best」
に極めて近いスローガンだと考えるべきでしょう。 

当時、会員同士の取引による物質的相互扶助がいかに激しかったか

は、1911 年に発行された全米ロータリークラブ連合会の会員名簿を
見てもよくわかります。この会員名簿には、加盟各クラブの会長、幹

事の名前、住所、電話番号が記載されていますが、それ以外の会員の

名前は記載されておらず、それぞれのクラブ・テリトリーにおける著

名な事業所の会社名、所在、電話のみが記載されている、いわば広告

帳のようなものであり、もっぱら他の会員との取引に使用されていた

ものと思われます。 
 また同じく 1911 年の全米ロータリークラブ連合会の委員会構成に
は、Local Trading; Inter-city Trading; National Tradingという名前
の委員会があり、それぞれ地域内、近隣都市間、全国レベルでの会員

の相互取引を推奨していたことが伺えます。 

ロータリーは、profitsを適正にシェアすれば、結果として継続的な
profits が得られるというシェルドンの理論を採用したわけですが、
profitsが得られる具体的な結果を表に出さない限り、誰もロータリー
運動に参画しなかった時代です。従って、同じ時期に発表されたコリ

ンズのスローガンが、物質的相互扶助に関連しているとしても、至極

当然なことだといえます。 
 従って、この「Service, not self」は、元来、会員同士に限定されて
いた物質的相互扶助を、他の人たちにも開放しようという、現在の

我々から見れば極めて次元の低い現実的なスローガンであったにも
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かかわらず、これを宗教的または人類愛に基づいた高次元のスローガ

ンと誤解した後の人たちが、「Service, not self」に「自己犠牲に基づ
く他人への奉仕」という勝手な解釈をつけ、更にそれを聞いた人たち

が、「それでは困る、自己の存在を認めた上で、他人のために奉仕す

る」に変えてもらいたいということで、現在我々が慣れ親しんでいる

全く別なスローガン「Service above self」を作り、それがロータリー・
モットーとして、1950 年のデトロイト大会で承認されたと考える方
が自然ではないでしょうか。 

「Service above self」というモットーは、シェルドンの作という説も
ありますが、誰によって、何時作られたかについては不明です。1916
年に発行されたガイ・ガンデカーのロータリー通解には、ロータリ

ー・スローガンとして「Service, not self」という言葉が記載されてい
ますので、これより後であることは間違いないと思われます。1921
年コリンズの死後 Service, not self が正式に廃止されて、 Service 
above self が一般的に用いられるようになりました。 
 なお、Golden Strandでは、コリンズの職業を弁護士として紹介し
ていますが、本人のスピーチ原稿には、果物仲買人と書かれています。 

 
 Service above self は［超我の奉仕］［自己研鑚の奉仕］［奉仕第一、
自己第二］などと訳されていますが、above は単に上を表す前置詞と
してではなく、Self と Service を対等に結び付ける接続詞と考える
方が正しいと思います。 
 その考え方で解釈すれば、自己の主体性と奉仕の心の主体性を共に

認めるならば、自己の存在が奉仕を超えるものでもなく、奉仕が自己

の存在を超えるものでもないことになります。すなわち、Self と
Service には序列をつけるべきではなく、両者の価値は同列であり、

混然一体なものと考えることが必要なのではないでしょうか。 
 
 アーサー・シェルドンは、1913 年に開催されたバッファロー国際
大会で、「効果的な能力に関する哲学と倫理」と題するスピーチをし

ています。その中で、He profits most who serves bestは「すべて人
にせられんと思うことは、他人にその通りにせよ」という宗教の教え

と同じ意味であり、職業を通じて他人に奉仕することによって、その

見返りとして利益が得られると語っています。 
さらに、奉仕哲学は原因結果論であり、奉仕という原因によって、利

益という結果が得られるのであって、小さな奉仕には小さな利益しか

与えられないが、大きな奉仕には大きな利益が与えられると述べてい

ます 
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第 12章 道徳律の制定 
 
 アメリカに集まってきた移民の大部分は、貧しい階層の人たちであ

り、思想的な自由に憧れると同時に、金持ちになること、成功するこ

とがアメリカに来た目的でもありました。資本を蓄積した者のみが成

功者としての評価を受ける徹底した資本主義は、幾多のアメリカン・

ドリームを生み出すと同時に、商道徳と職業倫理の低下を招く悪弊を

はびこらすことにもなりました。 
 資本主義は経済形態で

あると同時に政治形態で

もあります。極端な資本

主義経済下では、国家の

機能は、通貨発行、郵政

事業、軍事などの極めて

小さい共通部分のみに限

定され、衣食住は当然の

こととして、医療、教育、

自衛に至るまで、生活の

全ては自分が獲得した資

本の範囲で、自分自身で

責任を持つことが原則と

なります。現実には純粋

な資本主義は存在しないとしても、当時のアメリカが目指していたも

のはそれに近いものであったことは、現在に引き継がれているアメリ

カの社会制度や伝統からも、容易に想像がつくでしょう。 
 20世紀初頭のアメリカは、資本主義の長所と短所の両極端が表れた
年代とも言われています。如何にして金を儲けるかが、人生最大の命
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題であり、たとえ汚い手段であったとしても、金を儲けたものが勝利

者ともてはやされ、後味が悪ければ、贖罪の意を込めて慈善の金でも

寄付すれば、世間の人々もその出処を追及することはありませんでし

た。それぞれの人が一匹狼であり、生きていくための弱肉強食の世界

だったのです。利潤の獲得に狂奔するあまり、一攫千金を狙う悪徳商

法や、詐欺まがいの商法がまかり通り、大部分の広告や宣伝は誇大か

虚偽に近く、商道徳や職業倫理はまさに地に堕ちていました。こんな

バック・グラウンドの中から、事業を成功させ、永続的に発展させる

指針として、ロータリーのモットーを発表したことは、衝撃的なこと

であったに違いないし、そのような素地であったからこそ、ロータリ

ー哲学を生み出す必然性があったとも言えるのでしょう。 
 
 農耕民族としての歴史的背景から、集団行動と相互扶助を日常生活

の中に取り込み、儒教や仏教に基づいた東洋哲学の影響を受けた日本

人にとって、ロータリーの哲学は当然のこととして違和感なく受け止

められると主張する人も多く、その一例として、二宮尊徳の教えは、

ロータリー発生以前に既にロータリーの精神を説いているという人

すらいます。 
 ロータリー哲学をある側面から見れば、その意見は正しいかも知れ

ません。しかし、ロータリー哲学そのものは、資本主義経済がもたら

した数々の悪弊を補正して、永続的な利潤を確保するために、アメリ

カの地で生まれた経営理論の哲学であることを忘れてはなりません。 
 我々が日本人として潜在的に抱いている儒教や仏教に基づいた奉

仕の心も、キリスト教の教えに基づく奉仕の心も、ロータリーが説く

奉仕概念とは似て否なる部分も多くあり、これを混同したり安易に解

釈する処から、職業奉仕に関する誤解や、profitsを敢えて精神的なも
のに置き換える過ちが生まれてくるのです。 
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 何れにせよ、親睦を出発点として歩みだしたロータリー運動は、そ

の進化過程で会員の事業上の利益の向上を目的に加え、1911 年のロ
ータリー・モットーの採用によって、その目的を奉仕に一大転換する

ことになります。 
  
 ロータリーの拡大は順調に進み、1910年 11月にカナダのウィニペ
ッグにクラブが設立されたのを皮切りに、イングランド、アイルラン

ド、スコットランドと続々と海外にも設立されました。これを承けて、

1912 年、全米ロータリークラブ連合会は国際ロータリークラブ連合
会 The International Association of Rotary Clubsと名称変更され、
同時に定款も改正されました。 
 ロンドン・クラブとマンチェスター・クラブの設立はフレデリッ

ク・シェルドンと彼の代理人セイア・スミスの尽力によるものですが、

最初にイギリスにできた八クラブの内、他の六クラブは、元サンフラ

ンシスコ・クラブ会員スチュアート・モローStuart Morrowの働きに
よるものといわれています。イギリスにロータリー活動をもたらした

功績者として、モローに賛辞を贈る人がいる一方で、彼が新クラブ会

員から一ポンドづつピンハネしていたことを以って、彼の動機に疑問

を投げかける人も多くいます。 
 ポールがロータリー運動の将来像として描いた、増強・拡大・奉仕

は何れも大きな成果を収め、あれほどまで頑迷に彼の方針を非難し続

けたシカゴ・クラブの面面も、世界的規模にまで発展した現実を認め

ざるを得ませんでした。  
さて、綱領が改正されたにもかかわらず、ロータリアンによる互恵

主義が一向に改善されないことに対する痛烈な批判は、ドゥルース大

会に参加した良識あるロータリアンの考え方と一致し、これを具体化

するために、ロータリアン個人個人がどのようにして指針を実行に移

すべきかという指針を作る目的で、特別な道徳律を作って、1 年後に
ヒューストンで開催される次の大会に提出するために準備すること

が、この大会で決定されました。 
 
アイオワ州シューシティ・クラブのロバート・ハント Robert Hunt
が中心になって、その具体的事項を全世界のロータリアンから募集し

たところ、数百にものぼる提案が集まりました。しかし、彼は個人的

事情のため、その役割を同じクラブの会員であるパーキンス J. R. 
Perkinsに譲りました。 
 パーキンスはシューシティ・クラブの友人数名を委員に任命しまし

た。その中には、かつてシェルドン・ビジネス・スクールの学生であ

ったジョン・ナトソン John Knutsonも含まれていました。 
彼らは、それを 500 語に文章にまとめあげ、1914 年のヒュースト
ン大会に提出しましたが、この大会では、この道徳律をすべてのロー

タリアンに送って、研究することが決まり、1915 年のサンフランシ
スコ大会においてほぼ原文のまま採択されて、公式な道徳律 The 
Code of Ethicsとなりました。 
 
 ヒューストン大会に、道徳律の原案が提出されるまでの状況を、

Golden Strandは次のように説明しています。 
 
 新しく任命されたアイオワ州シューシティ・クラブのロバート・ハ

ント委員長は、広範囲にわたる実業家のための道徳律として具体的に

示すべき事項について、ロータリアンからの提案を要請したところ、

数百にものぼる返事が返ってきた。それぞれが、違った考えを持って

いるように思われた。時間はあっと言う間に経過し、委員長はその地

位を譲って、別の街に引っ越した。実際に記述をするに当たって、ほ
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んの数週間しかその職に留ったに過ぎないという絶望感を持ちなが

ら、彼は文書を作製する作業の大部分を、シューシティの牧師であり、

そのクラブの会員であるパーキンスに譲った。 

 ヒューストンにおいて代議員たちは、すべてのロータリアンにこの

短い道徳律を送って、研究するように命じ、１年後にサンフランシス

コにおいて、大会代議員たちは、ヒューストン行きの列車で汗だくに

なって走り書きをした一語一語をほとんどそのまま採用して、公式な

道徳律とした。 
 パーキンスは何人かの身近な友人を呼び集めて行動を開始した。彼

らは文書の大きな山の中から、約 5,000語にものぼる最初の草稿を書
いた。この原稿は、ヒューストン行きの列車に乗り込む時に、彼らが

持ち込んだ。彼らの乗っているアイオワからの客車は、カンザスシテ

ィで、シカゴからの大会特別列車に連結された。---中略--- 

[Golden Strand ---Oren Arnold--- 田中毅訳] 

 
 1914 年のヒューストン大会において、この道徳律をすべてのロー
タリアンに送って、研究することが決まり、更に 1年後のサンフラン
シスコ大会で、ほぼ原文のまま採択されて、公式な道徳律となりまし

た。その後 40 年間にわたって、この道徳律は、ロータリアンの道し
るべとして、多くの言語に翻訳されて、世界中のロータリアンの事業

所の壁に掛けられることになります。 

 彼らは使用済みの封筒の裏やノート・パッドやスクラップ・ペーパ

ーに至るまで、見つけることができるものなら何にでも書いた。清書

用に誰かが、列車に備え付けの、７枚の綺麗な便箋を探してきた。燦

然と輝くプロローグは、ジェームズ・ピンカムが基本的な考えを策定

したけれども、グループの一員であるジョン・ナトソンという人の偉

大なる労作であった。最終章である第 11 章は、その作者がより精通
していたという理由から、彼の母国語であるドイツ語で作られた。---
中略--- 

 

＜職業人のためのロータリー道徳律＞ 
 

彼らが最終原稿を握りしめて、ハーバート・アングスターに大声で

読んで聞かせた時には、大会特別列車はヒューストン郊外のレールに

沿って「ガッタン、ゴットン」と走っていた。 

  1915年 7月 19-23日、サンフランシスコにおける第 6回国際ロー
タリークラブ連合会年次大会によって採用された。 

 偉大なるハーバートは思慮深く、これに裁定を下した。 
「素晴らしい出来映えです。私はこれが気に入ったし、シカゴの私の

クラブも、すべての大会代議員も同じだと思います。あなたがたは自

慢すべきです。」 
 ハーバートは列車のサロンを後にして大会に参加し、彼の予言が立

証されるのを聞いた。その 1914 年の代議員会は、提案されたロータ
リー道徳律を完璧なものと見なした。それは、記念すべき圧縮の作業

によって、5,000語から約 500語までに縮められていたのである。 
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この職業倫理基準は、我々の共通な人間性に基づく思いやりを心に

留めるものである。職業上の取引や野望や諸関係は、常に社会の一員

として自分が果たす最高の義務を考慮すべきである。職業生活のあら

ゆる場面において、また、自分が直面するすべての責任において、先

ず最初に考えなくてはならないことは、その双方を終えたときに始め

て果たされる責任と義務を満たすことである。人間の理念と業績の水

準をそれに気づいたときよりも、少しでも高めなければならないし、

このことを考えることこそ、ロータリアンとしての私の義務である。 
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倫  理  基  準 第9条 社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否定するような機会を

不正に利用することによって、非合法的または非道徳的な個

人的成功を確保することを考えてはならない。物質的成功を

達成するために、他の人たちが道徳的に疑わしいという理由

から採らないような、有利な機会を利用しないこと。 

第1条 自分の職業は価値あるものであり、社会に奉仕する絶好の機

会を与えられたものと考えること。 
第2条 自己改善を図り、実力を培い、奉仕を広げること。それによ

って、最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」というロ

ータリーの基本原則を実証すること。 第10条 私は人間社会の他のすべての人以上に、同僚であるロータリ
アンに義務を負うべきではない。ロータリーの神髄は競争で

はなくて協力にあるからである。ロータリーのような機関

は、決して狭い視野を持ってはならず、人権はロータリーク

ラブのみに限定されるものではなく、人類そのものとして深

く広く存在するものであることを、ロータリアンは断言す

る。さらに、ロータリーは、これらの高い目標に向かって、

すべての人やすべての組織を教育するために、存在するので

ある。 

第3条 自分は企業経営者であるが故、成功したいという大志を抱い

ていることを自覚すること。しかし、自分は道徳を重んじる

人間であり、最高の正義と道徳に基づかない成功は、まった

く望まないことを自覚すること。 
第4条 自分の商品、自分のサービス、自分のアイディアを金銭と交

換することは、すべての関係者がその交換によって利益を受

ける場合に限って、合法的かつ道徳的であると考えること。 
第5条 自分が従事している職業の倫理基準を高めるために最善を

尽くすこと。そして、自分の仕事のやり方が、賢明であり、

利益をもたらすものであり、自分の実例に倣うことが幸福を

もたらすことを、他の同業者に悟らせること。 

第11条 最後に、「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその
通りにせよ」という黄金律の普遍性を信じ、我々が、すべて

の人にこの地球上の天然資源を機会均等に分け与えられた

時に、社会が最もよく保たれることを主張するものである。 第6条 自分の同業者よりも同等またはそれに優る完全なサービス

をすることを心がけて、事業を行うこと。やり方に疑いがあ

る場合は、負担や義務の厳密な範囲を越えて、サービスを付

け加えること。 

[The Rotary Code of Ethics  田中毅訳] 

 
  道徳律と共に、初期ロータリーにおける一般奉仕概念の集大成を

収録した小冊子が、1916 年に出版された、当時国際ロータリークラ
ブ連合会の理論教育委員長をしていたガイ・ガンディカーGuy 
Gundaker(1923 年 RI 会長 )がまとめた［ロータリー通解 The 
Knowledge of Rotary］です。  

第7条 専門職種または企業経営者の最も大きい財産の一つこそ、友

人であり、友情を通じて得られたものこそ、卓越した倫理に

かなった正当なものであることを理解すること。 
第8条 真の友人はお互いに何も要求するものではない。利益のため

に友人関係の信頼を濫用することは、ロータリーの精神に相

容れず、道徳律を冒涜するものであると考えること。 
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 ［ロータリー通解］は 32頁から成る小冊子で、1916年 5月号から 
7 月号までの The Rotarian 誌に掲載された論文をまとめたものであ
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◎ ロータリアンの自己の職業と社会に対する義務と責任 り、1916 年 7 月に開催されたシンシナチ大会で採択認証を受けて、
クラブ管理運営のテキストとして発刊されました。  ◎ ロータリー宣言 

◎ 全職業人に対するロータリー職業倫理訓 

ガイ・ガンディカー 

 それまでは、ばらばらに行われてきた、各クラブの運営や管理をま

とめ上げて標準化する基準

を作ったことと、サンフラ

ンシスコ大会で採択された

［全分野の職業人を対象と

するロータリー倫理訓 
The Rotary Code of Ethics 
for Business Men of all 
Lines］を掲載することで、
ロータリーの目的をめぐる

奉仕か親睦かの論争に一応

の区切りをつけ、職業倫理

の高揚を前提としたロータ

リーの一般奉仕概念を確立

し、初期ロータリーの思考

を体系的に総括したものと

言うことができます。 
 

 

＜ロータリー通解の内容＞ 
◎ ロータリー精神 
◎ ロータリー教育 
◎ ロータリークラブの効用と目的 
◎ ロータリアンの為すべき事 
◎ ロータリークラブの会員に対する義務と責任 
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◎ ロータリークラブ  

 
 ［ロータリー通解］の本文から、ロータリー運動の目的と、クラブ

管理に関する項目の幾つかを紹介します。 
 

＜ロータリークラブの効用と目的＞ 
ロータリークラブは事業または専門職務の各々の職種から選ばれ

た者によって構成され、次の目的を達成するために組織される。 
１．会員個人の向上。 
２．理想と現実の両面における、会員の事業の向上。 
３．会員の業界または業種の全体的な向上。 
４．会員の家庭、町、州、国、ならびに社会の全体的な向上｡  
       

****会員個人の人格の向上 **** 
各会員に対して、ロータリーは次の活動を要請する。 

1. 企業経営の経験を生かして、視野を広げることと。 
2. 新しい境地に思いをはせ、心に活力を与えること。 
3. 他人に奉仕する気持ちをよみがえらせること。 
4. 素晴らしい将来の可能性をめざして努力すること。 
5. 人々の指導者となること。 
 

＜ロータリークラブ＞ 
◎ 毎週一回、昼食会または夕食会に集う。 
◎ 会員は地域社会における事業および専門職務の各職種の中から、
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積極的な代表 者一名で構成されるという、独特のプランを採用し
ている。  

 

◎ 定期的に例会に出席すること。 
◎ 会費を確実に支払うこと。 
◎ 依頼されたら、あなたの役割を果たすこと。 

**** 綱   領 **** ◎ 大きな心と寛大な精神を持つ人間であること。   
エネルギーと行動力のある人間・・真の人間・・それがロータリア

ンである。 
◎ あらゆる正業の価値を認め、その職業を通じて、社会に奉仕する

機会を与えられたものとして、各会員の職業の品位を高めること。 
◎ 事業と専門職務の職業倫理を高めること。 [A Talking Knowledge of Rotary ---Guy Gundaker--- 田中毅訳] 
◎ アイディアを生かし企業経営を改善して、各会員の実力を増大さ

せること。 
 
  シェルドンによって提唱された職業奉仕の理念は、ロータリー通
解の発表を以って完成し、その後の活動は、ロータリアン自らが、ど

のようにして事業上で「道徳律」を適用し、職業奉仕を実践するかと

いう運動に変化していきます。 

◎ 友人や広く社会全体に奉仕しよういう、各会員の夢が実現するよ

うに励ますこと。 
◎ 奉仕の機会と成功への手段として、学問的な知識を高めること。 
◎ 地域社会の公共の福祉に関する各会員の関心を高め、公共的、社

会的、商業的、工業的開発について他の人々と協力すること。  
 

1925年のRIの発表によると、ロータリアンが自ら制定に関与して、
正しく実行されている、全世界の企業の道徳律は 145に上ることが報
告されています。 

**** 特   典 ****  
◎ 持つべき友が得られること。 一例として、ガイ・ガンディカーが作ったレストラン協会の道徳律

には次のような内容が定められています。 ◎ 純粋で健全な良き友情が得られること。 
◎ 誠実で頼りがいある友人が得られること。 1. 雇用主と従業員の関係 

雇用、新入社員対策、昇給の機会、研修、雇用期間、労働条件、解

雇、リクリエーション、福利厚生、能力の評価判定、雇用、解雇、

賃金、労働時間、休暇、安全規則、省力化対策、健康、若年労働者

の福祉対策、就業規則のみならず、現在の労働諸法規が網羅されて

おり､特に若年者の危険作業や、深夜労働が当然だとされていた

1920年代にこれが制定されたことは脅威に値します。 

◎ 他の人々の仕事や問題や成功に関する啓示がうけられること。 
◎ 効果的な経営方法の教育がうけられること。 
◎ 友人や広く社会全体に奉仕しよういう、あなたの夢が実現するよ

うに励まされること。 
◎ 知己を広め、あなたとあなたの事業への信頼の念によって企業上

の利益が得られること。 
       2. 納入業者ととの関係・・納期、支払い条件、リスク負担 

**** 義   務 **** 
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3. 同業者との関係・・公正な競争 
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4. 業界全体との関係 
5. 一般社会・行政との関係 
6. 顧客との関係 
この中には、食品の品質管理、代替品の使用禁止、規格化されたメ

ニュー、不当表示や誇大広告の廃止、定価販売、接客態度、チップを

くれる客の選り好みの禁止、商品知識、等が詳細に定められています。 
 
当時の世界中のロータリアンが、単に職業奉仕理念の提唱をするだ

けではなく、自らの職場の中で適用する道徳律を作って、それを実践

していったことを忘れてはなりません。そして、公正な自由競争がで

きる環境を整備し、ロータリアンが自らの事業を伸ばし、なおかつ、

一般大衆からも尊敬の念で見られるバック・グラウンドを作っていっ

たのです。 
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第 13章 国際奉仕の概念導入 
 

アーチ・クランフ 

 初期ロータリーで、最初に国

際奉仕に類する活動が行われ

たのは、1914 年、第一次世界
大戦の頃からといわれ、アメリ

カからヨーロッパに出兵した

ロータリアンの子弟を、イギリ

スのロータリアン家庭がホス

トしたり、アメリカ、イギリス、

アイルランド、カナダのクラブ

によって、ヨーロッパ各地で避

難民への物資補給や、傷病兵の

慰問や、終戦で復員してくる軍

人に対するボランティア活動

などが行われました。  
 
 1917 年、第 26 代大統領ルーズベルトは、アーチ・クランフ Arch 
Klumpf連合会会長に次のようなメッセージを寄せています。 
 

 私は政治上の堅い約束や同盟を信じていない。むしろ、RIのような
団体が持っている理念の方を信じる。国と国との利害があい反し、意

見が食い違った時には、いかなる同盟や条約があっても、友好的な関

係を保つことはできない。お互いの国民が理解と共感を持ってさえい

れば、両国政府間の同盟など不必要である。RIを組織するような人々
の交流は、確実に相互理解を深めるに違いない。 
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この年、アーチ・クランフの提唱によって、国際理解と親善を目的

としたロータリー財団の前身である［アーチ・クランフ基金］が創設

されましたが、基金の設立が余りにも唐突であったことと、その趣旨

が理解されなかったために思ったように募金が集まらず、本格的なロ

ータリー財団の活動は、ポール・ハリス没後の 1937 年まで持ち越さ
れます。 

［ロータリー哲学］と題する講演は、ロータリーの理念を哲学的に解

釈したものであり、ヨーロッパのロータリアンに大きな感銘を与えま

した。 
この論文は非常に長文であるために、その一部をご紹介します。 
 
ロータリアンの職業は利益を得るための手段ではなく、その職業を

通じて社会に奉仕するための天職であると、次のような例えを述べて

います。 
 
 初期のロータリー運動が著しい勢いで発展し、またたく間に全世界

に広まっていった背景には、全ての会員を平等に扱い、会員に差別感

を抱かさなかったことがあげられます。会員の社会上の地位は勿論の

こと、民族や国籍や宗教の差を超越して、ロータリアン相互の深い親

睦と友情の関係を作り上げることに重点がおかれました。 

「今、仮に全世界の靴屋の会合が開かれて、靴に関連する職業を持

っている全世界の人が集まったと仮定します。 
その人たちに、なぜ靴屋をしているのかと質問すれば、殆どの人は、

儲けるためと答えるに違いありません。5％くらいの人は、自分の仕
事が他の人のためになるから（職業を通じて他人に奉仕するため）と

答えるかも知れません。 
 宗教戦争の経験も少なく、単一民族、単一国家を自認している日本

では浮かんでこない発想かも知れませんが、多くの移民を抱え、人種

と宗教の坩堝であるアメリカや、多種多様な民族が入り交って多彩な

生活様式を営んでいるヨーロッパにおいて、仮に、政治や宗教をロー

タリーの中に持ち込んだり、その問題を議論したとしたら、ロータリ

ーで育んだ友情もたちどころに消え去ったことでしょう。 

仮に、その場所に天変地異が起こって、集まった人たちが全員死ん

でしまったらどうなるでしょうか。当分の間は、何の影響もないかも

知れませんが、やがて全世界の人たちは、靴を履くことができなくな

ってしまうことは確実です。そこで、初めて、5％の人たちが答えた、
職業を通じて奉仕するという言葉の真意が理解できるのです。」  宗教と政治に関する問題は、友情を損ねる恐れがあるから議論しな

いという伝統は、今に至るまで引き継がれ、更に、政治や宗教以外の

問題でも、口角泡を飛ばして議論し、事の黒白をつけること自体が親

睦を阻害するという理由から、それを避けようという考え方が根強く

残っています。 

奉仕哲学は、原因によって結果が証明できる科学であるという前提

から、「奉仕」と「自我」と「利益」の関係を明快に説明しています。 
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社会生活において我々が得るものは、同

僚からの愛や尊敬（L：Love）を受け、自
らの良心や自尊心（Ｃ：Conscience）を保
ち、金銭すなわち物質的な安定（M：
Money）があってこそ、人生の満足や幸福
（H：Happiness）が得られます。（幸福の

 
 Ｌ      Ｃ 
  
 
     Ｍ     

H 
 
 1919 年、第一次世界大戦終了と共に、新しいクラブが世界中で誕
生し、ロータリーの拡大は急ピッチで進んでいきました。 
 1921 年、エジンバラ大会でフレデリック・シェルドンが発表した
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初めて正式に国際奉仕の概念がロータリーの綱領第 6条に加えられま
した。 

正三角形） 

 
 Ｑ1      Ｑ2 
  
 
     Ｍ     

また社会生活に於いて我々が与えるもの

は、良質なもの（Q1：RIght Quality）を、
必要とするだけの量（Q2：RIght 
Quantity）を、正しい状態（人間性とか事
業の管理状態）（M：Mode of Conduct）で
提供してこそ、満足感のある奉仕（S：
Satisfactory Service）ができます。（奉仕

の正三角形） 

この項目は、その後度重なる綱領改正にも変更削除されることなく

現在に至っています。 
Ｓ 綱領の中でその目的が詳細に説明されているのは、職業奉仕と国際

奉仕だけであり、さらに綱領の中で謳われている国際奉仕の目的は、

現在我々が日常的に行っている、ＷＣＳに代表されるような人道主義

に基づく援助活動とは大きくかけ離れた活動であることを、まず理解

しておく必要があります。金銭や物資やマンパワーで経済的に恵まれ

ない途上国を援助しようという発想は、1960 年代の初頭から起こっ
てきた、世界社会奉仕WCSと呼ばれる派生的なものであり、ロータ
リーの国際奉仕の基幹となる思想は、国家、思想、宗教などの要素が

複雑に入り交じって、現実には一つとはいえない世界を、ロータリア

ンの Fellowship に基づいた相互理解によって一つのものにして、恒
久の世界平和を目指そうとするところにあるのです。この国際奉仕と

世界社会奉仕を巡っては、直木太一郎パストガバナーと松本兼二郎パ

ストガバナーが、ロータリーの友を通じて議論を闘わせた「杞憂論争」

があります。 

奉仕の原理を人間関係学から説き、その結論として、He profits 
most who serves bestというロータリーの奉仕理念こそ、宇宙の摂理
にかなった、絶対的な法則であるという説明をしています。 
なお、1913年のシェルドンの論文には、この発想はインド哲学よ
り引用したものであると書かれています。 
この大会で、フランク・コリンズの Service, not self に代わって 

Service above self が新しいロータリー・スローガンとして採択され
ました。  

 
   この大会が始めてアメリカを離れて、スコットランドのエジンバラ

で開催されたことを記念して、「奉仕というロータリーの理想に結束

した職業人の世界的友好による理解、善意および国際的平和の増進」

という国際奉仕の考え方が発表され、それを綱領の中に加えるように

提案されましたが、綱領改正そのものが否決されたため、翌年の、1922
年ロスアンゼルス大会に持ち越されました。 

 国際奉仕に関する具体的な考え方が［ロータリーの綱領］に明文化

されたのが、1922 年であったとしても、ポール・ハリスが友情と親
睦の絆によって国際理解を深め、世界の恒久的な平和を実現しようと

思いついたのは、ロータリー創立の遥か昔、［五年間の愚行］の末、

ヨーロッパを訪れた時と言われています。ポール・ハリスの晩年の著

作である This Rotarian Age 及び My Road to Rotary の全編を流れ
る熱き思いは、全世界のロータリアンの Fellowship による世界平和
の実現なのです。   

 
1922 年、国際ロータリークラブ連合会が現在の国際ロータリーに
名称変更され、同時にロータリーの綱領と定款が抜本的に改正され、
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 国際奉仕という概念すらなかったロータリー創世期に、一人一業種

と例会出席という、当時としては苛酷なまでの条件をつけ、更に女性

の参加をも拒んだ一方で、敢えて、国籍や宗教上の制限を設けず、広

く世界に門戸を開いた理由もここにありますし、その精神は脈々とし

て今日に受け継がれているのです。 
 二度にわたる世界大戦、長く続いた超大国の冷戦、南北問題、民族

紛争、宗教紛争と、国際間の緊張は絶えません。ロータリーが国際レ

ベルの組織である以上、一たび紛争が起ってしまってからでは、RI
が事の是非を判定したり、一国の立場を代弁することは好ましくあり

ません。二国間に紛争が起るとき、一方を正とし他方を邪とするのは、

何れから見るかによって変るものであり、当事者はお互いに自分の方

が正しいと確信して事を進めているはずです。  
 会員の意見が分れるような案件は、これを討論することは避けると

いう、ロータリーの原則も加わって、有事にあっては、RIは中立を守
らざるを得ない立場にありますし、当事国のロータリークラブとその

国のロータリアンは、共に国法を遵守することが要求されますから、

相手国のロータリアンと深い友情で結ばれることは事実上困難とな

ります。  
世界の恒久的平和を願うロータリーの国際奉仕の理念も、有事のと

きには、その運動の限界を認めざるを得ないという矛盾をはらんでい

るのです。平時ないしは緊張が高まりつつあるときこそロータリーの

理想である「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世

界的親交によって国際間の理解と親善と平和の推進」を目指して努力

することで、紛争を防止する抑止力として、大きな成果を収めること

ができるのかもしれません。  
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 1923 年に、セントルイスで開催された国際大会で、ガイ・ガンデ

カーが RI会長に選ばれました。この大会で祝辞を述べたウォーレン・
ハーディング大統領は「出来ることなら、世界中にあらゆる国に、ロ

ータリーを拡大してもらいたい。それによって、世界の平和が保たれ

世界が進歩することは疑いの余地はない」とその感想を述べています。 
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第 14章 決議 23-34 
 
 ロータリー運動を、一般奉仕概念を探究する精神的な場としてでは

なく、実際的な社会奉仕活動を実践する場として捉える傾向は、地方

の比較的小規模のクラブに多く見られ、その代表的な例として、具体

的な社会奉仕活動を提唱し、それを実践するためにロータリークラブ

に入った、オハイオ州エリリア・クラブのエドガー・アレン Edgar 
Allen があげられます。ロータリークラブ入会の条件として、彼が推
める身体障害児の総合的対策事業をクラブが積極的にバックアップ

することを申し出て、ロータリアンとしての生活のすべてを身体障害

児対策に捧げ、遂に、国際身体障害児協会を設立しその組織を全世界

に広げました。彼は後に、「ダディ・アレン」と親しみと尊敬を込め

て呼ばれています。 
 
 対社会的な奉仕が、ロータリー運動の中で市民権を得るようになっ

た一方で、今度はその［奉仕］のあり方をめぐって再び熾烈な論争が

起こりました。ロータリアンの心に［奉仕の心を形成］することがロ

ータリー運動の本質だとする理論派と、［奉仕活動の実践］こそロー

タリアンの使命だとする実践派との論争です。 
 ロータリー運動を［奉仕の心の形成］として捉えた理論派は、ロー

タリークラブの使命は、ロータリアンに［奉仕の心］を形成させるこ

とであり、ロータリアン個人個人が、He profits most who serves best 
と Service above self の心を持って、自分の職場や地域社会の人々の
幸せを考えながら、職業人としての生活を歩むことであると考えまし

た。すなわち、クラブ例会で会得した高いモラルに基づく［奉仕の心］

で事業を行い、その考えを業界全体に広げていくことが、全ての人々

に幸せをもたらし、それが地域社会の人々への奉仕につながることを

確信していたのです。 
 もし、職業奉仕以外の分野で、奉仕に関する社会的ニーズがあれば、

夫々の会員が個人の奉仕活動として実施するか、自分が属している職

域や地域社会の団体活動として実施すればよいのであって、クラブは

あくまでも、どのような社会的ニーズがあるのかを提唱するだけに止

めるべきであり、社会奉仕活動の実践は、ロータリークラブが実施母

体になるのではなく、そのニーズを世に訴え、それに対処する運動が

盛り上がるような触媒として機能すべきである。どうしても、地域社

会に何かしたいのならば、職業上得られた Profits から個人的に行っ
たらよい、という考え方でした。 
 これに対して、［奉仕活動の実践］に重きをおく実践派は、現実に

身体障害者や貧困などの深刻な社会問題が山積し、これまでにロータ

リークラブが実施した社会奉仕活動が実効をあげていることを根拠

に、理論派とことごとく対立しました。実践派から見れば、奉仕の機

会を見出して、それを実践することこそロータリー運動の真髄であり、

単に、奉仕の心を説き奉仕の提唱に止まる理論派の態度は、責任回避

としか写らなかったのです。 
 ［奉仕の心の形成］と［奉仕の実践］の論争は、個人奉仕と団体奉

仕、さらに金銭的奉仕の是非にまで発展して、綱領から社会奉仕の項

目を外せという極論まで飛び出すほどの、激しい対立が続きました。 
 
 エドガー・アレンとエリリア・クラブに代表されるような、多額の

金銭的支出を伴うクラブによる団体奉仕を、ロータリーの 社会奉仕
活動として認めるか否かが議論の中心になりました。 
 ロータリーの思考体系には、その原則を崩せばロータリー運動を成

立さし得ない必要条件と、ロータリアンやクラブの考え方や行動に対

して、その立場と善意を尊重して、容認することができる充分条件が
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リークラブの真の役割が忘却され、ロータリーの基本的で特色ある目

的が見失われ、または忘れられるならば、それは望ましいことでもな

いし、またロータリー福祉のためにもならないものと考えている。 

あります。奉仕の実践は、将にこの充分条件の分野に入る事柄であり、

従来から行われている色々な社会奉仕活動に対する考え方や行動を

調和させることが、是非とも必要でした。相異なる二つの考え方を、

ロータリーの寛容の精神の下で調和するために、当時の理事会は高等

戦術ともいえる微妙な試みをしています。 
 
 理事会の態度は更に三転四転し、1923 年のセントルイス大会にお
いて「決議 23-8 障害児並びにその救助活動に従事する国際的組織
を支援せんとする障害児救済に関する方針採択の件」という、とんで

もない決議を提案する姿勢を示しました。これは積極的に身体障害児

対策を推奨するために、国際身体障害児協会の仕事をロータリーが代

行し、その費用を援助するために、RI中央事務局が年間１ドルの特別
人頭分担金を徴収することを定めたものであり、もしも、これが決議

されれば、理論派の反論の上に、

クラブ自治権の問題までもが加

わって、収拾がつかない状態にな

ることは必至でした。 

 
 1922年、RI理事会はエリリア、トレド、クリーブランド各クラブ
より共同提案を受けて、決議 22-17 を採択しました。 
 

 ロータリアンが身体障害児に対する関心を示し、かつ彼ら障害児に

身体的矯正や外科的治療を施すことが有効な場合には、これを援助し

たいという意欲を表明していることに鑑み、RI第 13回大会は、各ロ
ータリークラブが行っているかかる人道的活動を賞揚し、且つ本大会

に出席している各代表者に対し、この問題に関する注意を喚起し、ま

たこの運動が各クラブの地域社会に於ける奉仕の機会を提供するも

のであることを、それぞれのクラブに認識させるように決議する。 これに反対したシカゴ・クラブ

の会長ポール・ウェストバーグ

Paul Westburg、パスト会長ラッ
フス・チャピン Rafus Chapinた
ちは、「駱駝がやってくる」と称

する一大反対キャンペーンによ

って、セントルイス大会の代議員

たちを説得しました。 

 
 しかし、この決議を行った直後に開催された理事会では、理論派の

立場を考慮してか、これと全く相反する次のような決定を行っていま

す。 
 

 RIは世界各国の身体障害児問題が重要であることを認め、各ロータ
リークラブの会員が何らかの形で身体障害児救済の事業に関係する

ことを喜ぶであろう。然し、RIは気のりしないロータリアンにこの種
の事業に関係することを強制することは望ましくないと信じている。

RIはまた、ロータリークラブやロータリー会員が、身体障害児救済事
業のような立派な仕事でも、これに全く夢中になったために、ロータ
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ウイル・メーニァ Jr 

その結果、ナッシュビル・クラ

ブのウイル・メーニア Will 

Manierとポール・ウエストバー
グによって提案される決議 
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23-34 の成立と引き替えに、同決議は撤回されることになって、この
論争に終止符が打たれることになりました。決議委員の指名を受けた

メーニァとウエストバーグは決議 23-34をたった 2日で書き上げ、こ
の 1,000語からなる決議は直ちに大会で皆に披露され、一言の訂正も
なく採択されました。   

 ロータリーの奉仕概念をロータリー運動の実体に即して説明する

とき理論と実践とに分けると理解しやすいと思います。理論はロータ

リー思想であると共にロータリー哲学であり、具体的にはロータリー

クラブという組織を介して学ぶ［奉仕の心の形成］であって、それは

結果として親睦につながるものです。理論はロータリー運動の根幹を

なす絶対的条件であり、これを欠くとロータリー運動は成立しません。  
 ［決議 23-34］の原文には、［綱領に基づく諸活動に関するロータ
リーの方針］というサブ・タイトルがつけられ、ロータリー運動全般

にわたって、奉仕の実践をめぐる、個人奉仕か団体奉仕かに対する長

い間の論争に終止符を打つものであると同時に、RIとクラブとロータ
リアンの機能を明確化し、ロータリアンとクラブが行うロータリーの

諸活動に関する根源的な指針となるものでもあります。 

 実践は行動であり、ロータリアン個人が行う［奉仕の実践］を意味

するものであって、実践の伴わない理論は空虚なものとなります。 
 ロータリー運動とは、一人一業種で選ばれた良質な職業人であるロ

ータリアンが毎週一回定例の会合に集い、例会を通じて［奉仕の心］

を学び、その心を持ち帰って、ロータリアン個人の立場でそれぞれの

家庭や職場や地域社会や国際社会で［奉仕の実践］に移すことです。

理論と実践は車の両輪のごとく、バランスをとって廻らなければなり

ません。 
 
［決議 23-34 ］は、当初のタイトル名からも判るように、単に、社

会奉仕に関する指針として定められたものではなく、ロータリーの全

ての活動に関する指針であったことに着目しなければなりません。 
 この考え方は本質的には正しのですが、実践の主体がロータリアン

であることは定義付けられていたとしても、ロータリークラブが行う

［奉仕の実践］についての理論づけに欠けており、当時の論争の焦点

は、将にその点にあったのです。 
 ロータリーの奉仕活動を、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際

奉仕に分ける目標設定計画が採用されたのは 1927 年であり、［決議 
23-34］が最初に採択された 1923年には、未だ［社会奉仕］の分類は
存在していませんでした。1926 年のデンバー大会において、この決
議のタイトルが［社会奉仕に関するロータリーの方針］と改正されて、

始めて Community  Service という言葉が登場しますが、当初使わ
れた Community  Service は「個人生活、職業生活、社会生活全般
にわたって奉仕の理想を適用する」と定義付けられている通り、現在、

我々が使っている、狭義の［社会奉仕］よりはるかに広い範囲を指し

ているものです。 

 ［決議 23-34 ］の特徴は、ロータリー運動全般を対象として、ロー
タリー哲学を定義し、ロータリークラブと国際ロータリーの機能分担

を明らかにすると共に、［奉仕の実践］に関するロータリアンとロー

タリークラブと国際ロータリーの原則を明確に区分し、確定したこと

です。 
 
1923年に決議された最初のドキュメントは次の通りです。 
 

決議 23-34   

 97  98



［綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方針］  人々のすべてが、理論的にも実践的にも、これを受入れるように

励ますこと。   
 国際ロータリー並びにロータリークラブの未来の指針として綱領

に基づく諸活動に関するロータリーの方針を明確に表わすものとし

て改めて是認する件。  

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。  
 (1) ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成および全世界への普
及。  
 (2) ロータリークラブの設立、激励、援助および運営の管理。  
 (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。  

 RI 第 14 回国際大会が召集され、次のことが RI によって決定され
た。即ち、以下に掲げる諸原則は、ロータリークラブ及びロータリア

ンの指針として、また、綱領に基づく諸活動に関するロータリーの方

針を明確に表わすものとして適切であり、また管理に役立つものであ

ることを認め、これを採用するものである。  
１. ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己
的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという

感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものであ

る。この哲学は奉仕－「超我の奉仕」－の哲学であり、「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」という実践理論の原則に基づ

くものである。 

４. 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーと
は単なる心構えのことを言うのではなく、また、ロータリーの哲

学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に

表さなければならない。そして、ロータリアン個人もロータリー

クラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならない。 
２. 本来ロータリークラブは、秘密の誓約とか教理信条といったもの
は一切無く、それぞれのロータリアンが独自の方法で、事業人及

び専門職業人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学を受入れ、

次の四つのことを実行することを目指している人々の集りであ

る：先ず第一に、奉仕の理論が職業及び人生における成功と幸福

の真の基礎であるこをクラブとして学ぶこと；第二に、自分たち

の間においても、また地域社会に対しても、その実際例をクラブ

で示すこと；第三に、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職

業及び日常生活において実践に移すこと；そして第四は、個人と

して、またクラブとしても大いにこの教えを説き、その実例を示

すことによって、ロータリアンだけでなく、ロータリアン以外の
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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。  
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６. 個々のロータリークラブの綱領に基づく諸活動の選択を律する規
定は別に設けられていないが、これに関する指針として以下の準

則が推奨されている。 

とにしても差し支えない。ロータリークラブとしては、新たに重

複した機関をつくるよりも、現存の機関を活用することのほうが

望ましい。  
 (1) ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブ
は、市民全体の積極的な支持なくしては成功し得ないような広範

囲の市民としてふさわしい奉仕活動は、ほかに地域社会全体のた

めに発言し、行動する適切な市民団体などの存在しない土地の場

合に限り、これを行うこととすべきであり、商工会議所のある土

地では、ロータリークラブはその仕事の邪魔をしたり､横取りを

したりすることのないようにしなければならない。しかし、ロー

タリアンとしては、奉仕を誓い、その理念の教えを受けた個人と

て、その土地の商工会議所の会員となって活躍すべきであり、ま

たその土地の市民として、他の善良な市民と一緒に広くすべての

市民としてふさわしい事業に関与し、その能力の許す限り、金銭

や仕事のうえでその分を果たすべきである。 

 (6) ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として
優れた働きをし、多大の成功を収めている。ロータリークラブは

地域社会に存在する問題を見つけ出すことはしても、それがその

地域社会全体の責任にかかわるものである場合には、単独でそれ

に手を下すようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を

悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この

仕事がロータリーだけの責任にならないで､本来その責任のある

地域社会全体の仕事になるようにしている。また、ロータリーは、

事業を始めたり、指導したりするが、一方、当然それに関心をも

っていると考えられる他のすべての団体の協力を得るよう努力

すべきであり、そして、当然ロータリークラブに帰すべき功績で

あっても、それに対する自分のほうの力を最小限度に評価して、

そのすべてを協力者の手柄にするようにしなければならない。   (2) 一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であ
っても、クラブがその遂行に対する責任の全部または一部を負う

用意と意思のない限り、その後援をしてはならない。  
 (7) クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業
よりも、広くすべてのロータリアンが個々の力を動員するものの

ほうがロータリーの精神によりかなっているといえる。それは、

ロータリークラブでの綱領に基づく諸活動は、ロータリークラブ

の会員に奉仕の訓練を施すために考えられた、いわば研究室の実

験としてのみこれを見るべきであるからである。 

 (3) ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に、その奉仕を行うこ
とによって宣伝しようとか名声を得ようとおを求めるのではな

く、ただ奉仕する機会を求めるべきである。 
 (4) ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにする必要があ
り、総じて、他に機関があり、それによって既に立派に行われて

いる事業に乗り出すようなことをしてはならない。  
 
 セントルイス大会で決議された最初の［決議 23-34］は、その後幾
つかの項目について部分的に改正され、そのタイトルも［社会奉仕に

関するロータリーの方針］と改正されて、現在の形になっています。 

 (5) ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力す
る形で行うことが望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂

行に不十分である場合には、必要に応じ、新たに機関を設けるこ

 102

 

 101



◎ デンバー大会［決議 26-6］による改正  
 セントルイス大会は決議 23-34 を可決した。この決議は社会奉仕
活動に関係あるロータリークラブの意図と本来の働きについての最

も完全な声明であるが故に、現在の言葉づかいでは決議 23-34 中の 
Objective activities ［綱領に基づく諸活動］が上記の社会奉仕活動に
相当するが故に、ロータリーの意図するものは綱領が非常に正しく遵

守されるべきだという考えである。従って、 Objective activities と、
Objects of Rotary の用語を使用する場合にどちらでもよいのではな
いかと、考えが混同するかもしれないが故に、従って、第 17 回大会
が開催され、RIは決議 23-34 の主題内容を一層明確に定義づけるた
めに、用語り一部変更を行うことを決定した。  
(1) この決議に［社会奉仕に関するロータリーの方針］ The Policy of 
Rotary toward Community Service Activities という題をつける。 
(2) 第一節を次のように改める。 
 ロータリーの綱領の第３は、ロータリアンのすべてがその個人生活、

職業生活、および社会生活に奉仕の理想を適用することを鼓吹、育成

するにある。 このロータリーの綱領を実行するについては、さまざ
まな社会奉仕活動を進めてきている。以下に掲げる諸原則は、ロータ

リアンおよびロータリークラブの指針として、また、社会奉仕活動に

対するロータリーの方針を明確に表すものとして適切であり、また管

理に役立つものであることを認め、これを採用するものである。 
(3) 第五節の but must translate itself into objective activity の中
の objective activity 以外の、その他の語句 objective activity は
community service activity に改める。 
(4) objective activities は community service activities に改める。 
(5) civic activity と  civic enterprise は  community service 
activities に改める。 

◎アトランティック・シティ大会［決議 36-15］による改正 
 第１４回国際大会で決定した決議 23-34 の４を以下の通りに修正
する。 
４ 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーと

は単なる心構えのことを言うのではなく、また、ロータリーの哲学も

単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表さなけ

ればならない。そして、ロータリアン個人もロータリークラブも、奉

仕の理論を実践に移さなければならない。そこで、ロータリークラブ

の団体的行動は禁じられている訳ではないが次のような条件の下に

行うよう勧められている｡いずれのロータリークラブも、何か社会奉

仕活動を持ち、クラブ全員の一致した協力を必要とし、さらにクラブ

会員の地域社会における個々の奉仕を奨励するためのプログラムで

なければならない。  
 
◎アトランティック・シティ大会［決議 51-9］による改正 
 文中の the objects of Rotary を the object of Rotary に改正。 
 
◎トロント大会［決議 64-43］による改正 
 第１４回国際大会で決定した決議 23-34 の４を以下の通り修正す
る。 
４ 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーと

は単なる心構えのことを言うのではなく、また、ロータリーの哲学も

単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表さなけ

ればならない。そして、ロータリアン個人もロータリークラブも、奉

仕の理論を実践に移さなければならない。そこで、ロータリークラブ

の団体的行動は次のような条件の下に行うよう勧められている。いず
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ーの方針を明確に表すものとして適切であることを認め、これを採用

するものである。 
れのロータリークラブも、毎年度、何か一つの主だった社会奉仕活動

を、それもなるべく毎年度異なっていて、できればその年度内に完了

できるようなものを、後援するようにすることが望ましい。この奉仕

活動は、地域社会が本当に必要としているものに基づいたものであり、

かつ、クラブ全員の一致した協力を必要とするものでなければならな

い。これは、クラブ会員の地域社会における個々の奉仕を奨励するた

めにクラブが継続的に実施しているプログラムとは別に行われるべ

きものとする。  

１. ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己
的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいという

感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとするものであ

る。この哲学は奉仕－「超我の奉仕」－の哲学であり、「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる」という実践理論の原理に基づ

くものである。 
２. 本来ロータリークラブは、事業および専門職務に携わる人の代表
として、ロータリーの奉仕の哲学を受入れ、次のことを実行する

ことを目指している人々の集りである。  
(1) 奉仕の理論が職業および人生における成功と幸福の真の基礎
であることを団体で学ぶこと。  
(2) 自分たちのあいだにおいても、また地域社会に対しても、そ
の実際例を団体で示すこと。  
(3) 各人が個人としてこの理論をそれぞれの職業および日常生活
において実践に移すこと。  
(4) 個人として、また団体としても大いにこの教えを説き､その実
例を示すことによって、ロータリアンだけでなく、ロータリアン

以外の人々すべてが、理論的にも実践的にも、これを受入れるよ

うに励ますこと。  

 
◎トロント大会［決議 66-49］による改正 
  第１４回国際大会で決定した決議 23-34 の６を以下の通り修正
する。 
６(3) ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合には、奉仕活動につい
ての宣伝とか、または、何らかの見返りを望むものではなく、ただ奉

仕をする機会を求めるべきである。 
 
 以下、現行の［決議 23-34］の全文を紹介します。 
 

決議 23-34  
 

 ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンのすべてがその個

人生活、事業生活、および社会生活に奉仕の理想を適用することを奨

励、育成することである。 
この奉仕の理想の適用を実行することについては、多くのクラブが会

員による奉仕にその機会を与えるものとして、さまざまな社会奉仕活

動を進めてきている。以下に掲げる諸原則は、ロータリアンおよびロ

ータリークラブの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリ
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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。 
(1) ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成および全世界への普及。  
(2) ロータリークラブの設立、激励、援助および運営の管理。  
(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、社会奉仕活動についても、既に広く多くのクラブ
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によってその価値が実証されており、国際ロータリー定款に掲げ

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

ない社会奉仕活動によってのみ、その標準化を図ること。  

６ 個々のロータリークラブの社会奉仕活動の選択を律する規定は

別に設けられていないが、これに関する指針として以下の準則が推奨

されている。  
(1) ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロータリークラブ     
は、市民全体の積極的な支持なくしては成功しえないような広範囲の 

社会奉仕活動は、ほかに地域社会全体のために発言し、行動する適切

な市民団体などの存在しない土地の場合に限り、これを行うこととす

べきであり、商工会議所のある土地では、ロータリークラブはその仕

事の邪魔をしたり、横取りをしたりすることのないようにしなければ

ならない。しかし、ロータリアンとしては、奉仕を誓い、その理念の

教えを受けた個人として、その土地の商工会議所の会員となって活躍

すべきであり、また、その土地の市民として、他の善良な市民と一緒

に広くすべての社会奉仕活動に関与し、その能力の許す限り、金や仕

事のうえでその分を果たすべきである。 

４. 奉仕するものは行動しなければならない。従って、ロータリーと
は単なる心構えのことを言うのではなく、また、ロータリーの哲

学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に

表さなければならない。そして、ロータリアン個人もロータリー

クラブも、奉仕の理論を実践に移さなければならない。そこで、

ロータリークラブの団体的行動は次のような条件の下に行うよう

勧められている。いずれのロータリークラブも、毎年度、何か一

つの主だった社会奉仕活動を、それもなるべく毎年度異なってい

て、できればその年度内に完了できるようなものを、後援するよ

うにすることが望ましい。この奉仕活動は、地域社会が本当に必

要としているものに基づいたものであり、かつ、クラブ全員の一

致した協力を必要とするものでなければならない。これは、クラ

ブ会員の地域社会における個々の奉仕を奨励するためにクラブが

継続的に実施しているプログラムとは別に行われるべきものとす

る。 

(2) 一般的に言って、ロータリークラブは、どんな立派な事業であっ
ても、クラブがその遂行に対する責任の全部または一部を負う用意

と意思のない限り、その後援をしてはならない。 
(3) ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主たる目標
としてはならないが、ロータリーの影響力を拡大する一つの方法と

して、クラブが立派に遂行した有益な事業については正しい広報が

行われるべきである。  

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
会に適した社会奉仕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

るような社会奉仕活動を行ってはならない。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

どんな社会奉仕活動にせよ、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ものとする。  

(4) ロータリークラブは、仕事の重複を避けるようにする必要があり、
総じて、他に機関があり、それによって既に立派に行われている事

業に乗り出すようなことをしてはならない。  
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(5) ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協力する
形で行うことが望ましいが、現存機関の設備や能力が目的の遂行に

不十分である場合には、必要に応じ、新たに機関を設けることにし
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第 15章 マフィアとの対決 ても差し支えない。ロータリークラブとしては、新たに重複した機

関をつくるよりも、現存の機関を活することのほうが望ましい。  
(6) ロータリークラブはそのすべての活動において、宣伝者として優
れた働きをし、多大の成功を収めている。ロータリークラブは地域

社会に存在する問題を見つけ出すことはしても、それがその地域社

会全体の責任にかかわるものである場合には、単独でそれに手を下

すようなことはしないで、他の人々にその解決の必要を悟らせる努

力をし、地域社会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータ

リーだけの責任にならないで､本来その責任のある地域社会全体の

仕事になるようにしている。また、ロータリーは、事業を始めたり、

指導したりするが、一方、当然それに関心をもっていると考えられ

る他のすべての団体の協力を得るよう努力すべきであり、そして、

当然ロータリークラブに帰すべき功績であっても、それに対する自

分のほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力者の手柄に

するようにしなければならない。 

職業倫理高揚を全面に押し立てて、社会改良運動に取り組んだロー

タリーと、当時シカゴに台頭したマフィアとの関係を見逃すことはで

きません。世に有用な職業を前提とするロータリーと、世に有害な職

業を前提とするマフィアが、ここで真正面から対決するわけです。ロ

ータリーの古い文献を調べると、これに関する幾つかの記述を見るこ

とが出来ます。 
 
1899年にブルックリンで生まれたアル・カポネは、10代半ばでニ
ョーヨーク・マフィアのチンピラとなり、1910 年頃からシカゴで勢
力を伸ばしつつあったジョニー・トリオの片腕となったのは 1919年、
彼が 20歳の時でした。1920年禁酒法施行と共に、マフィアは大きく
勢力を伸ばしていきます。  

 
(7) クラブがひと固まりとなって行動するだけで足りるような事業よ
りも、広くすべてのロータリアンが個々の力を動員するもののほう

がロータリーの精神によりかなっているといえる。それは、ロータ

リークラブでの社会奉仕活動は、ロータリークラブの会員に奉仕の

訓練を施すために考えられたいわば研究室の実験としてのみこれ

を見るべきであるからである。                     

ロータリーの職業奉仕理念が完成し、その理念をロータリアン企業

が実践に移して、業界全体の倫理基準を高めようとして活動しだした

時期と、マフィアの勢力拡大の時期が、期せずして一致したことは皮

肉なことです。 
禁酒法の施行されていないイギリス､特にスコットランドから密輸

されてくる酒を取り締まるために、両国が協定を結んだのは、二国間

の争いを未然に防ぐためにロータリアンが実践した、他国法を尊重す

るという国際奉仕の成果であるといわれています。 
   （23-34,26-6,36-15,51-9,66-49） 

 
 マフィアによって牛耳られていた映画産業を粛清し、さらに公開前

にその内容を検討するために広報委員会を作って、映画の倫理規制を

実施しました。禁酒法の影響を受けて、マフィアの影響力が強かった

レストラン業界を、ガイ・ガンディカーが作った「レストラン協会の
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道徳律」を使って改革したことは、先ほど述べた通りです。 
シカゴ・クラブ元会長ヘンリー・チャンバリン大佐をシカゴ市防犯

委員長に任命して、マフィアの粛清にのりだして、1920 年にはマフ
ィアの息のかかった保釈保証人を告発したり、シカゴ・クラブ元会長

ローシュ大佐の活躍も有名です。 
1924 年にはロータリアンの眼鏡商を証人として出廷させて、遺留
品の眼鏡からマフィアの大物を逮捕し、ボビー・フランク殺人事件を

解決したという記録が残っています。 
連邦警察もエリオット・ネスを隊長とする特殊部隊を投入して、つ

いに 1931年に所得税法違反でカポネを逮捕し、翌年実刑 11年の判決
を受けて、アル・カトラスに収監されたことは、アンタッチャブルで

おなじみの話です。 
ちなみに、カポネは若いときに感染した梅毒が悪化したため刑期半

ばで釈放されたもののフロリダで廃人同様の生活を送り、1947 年に
48歳でこの世を去ります。奇きしくもポール・ハリスの逝去と同じ年
でした。 

 
プロフィットを周りの人たちとシェアすることで自らの体質を改

善して、大恐慌にも耐え得ることを実証し、さらに世に有用な職業を

尊重し、自らの職業を通じて社会に貢献し、業界の職業倫理の高揚を

求めてマフィアと対決しながら、みごとに勝利を勝ち取ったロータリ

ーに対して、ロータリアンは当然のことながら、一般社会の人たちも

大きな尊敬と賞賛を与えたことは明らかです。 
 脱税、贈収賄、不公正取引、市場買占め、おとり商法、他国法無視、

契約不履行、商標侵害、現在はそのほとんどが立法化されていますが、

これらの不合理な商取引が公然とまかり通っていた時代に、これに敢

然と立ち向かって、ついに立法化にまでこぎつけたのは、ロータリー

の功績なのです。 
 ただし、当時のシカゴ・クラブが極めて政治がらみの活動をしてい

たことは否定できません。このことが、まもなく起こる政権交代によ

る影響を、大きく受けることになります。 
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第 16章 四大奉仕採用 えました。 
  例会を通じて学んだ奉仕の心はクラブ外で個々のロータリアンに

よって、奉仕活動として実践されなければなりません。従来は、クラ

ブ外の社会即ち、家庭、職場、地域社会、国際社会を総称して

Community と表現していましたが、四大奉仕の採用によって、職業
奉仕、社会奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕に分類されることになりまし

た。従って、1923 年に決められた決議 23 号で述べられている
Communityと、1927年以降の Community とはその範囲が大きく異
なっていることに留意する必要があります。 

 1927 年、ベルギーのオステンド大会においてロータリーの組織管
理の合理化が行われ、実践上または管理上の利便から抜本的に再編成

されて、現在の四大奉仕に基づいた委員会構成に変更されました。す

なわち、理事会の下に Aims and Objects Committee を置き、その下
にクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会を置き、理事を

それぞれの委員長に充てるというものであって、現在の委員会構成の

原形ともなるものです。 
 
 従来の考え方の特徴は、ロータリーの理念を学ぶ場と実践をする場

が明確に分けられており、更に、［奉仕の実践活動をする以前に、奉

仕の心を学ぶ］ことが順序だてられていたことです。 
 理論と実践は車の両輪に譬えられ、何れを欠くことも許されません

が、理論の裏付けのない行動は単にエネルギーの無駄使いだけではな

く、運動そのものを危険に陥れる恐れすらあります。ただし、理論の

探究が優先される余り、実践がなおざりになり、いわゆる行動の伴わ

ない二重人格者をつくる恐れもあり、更に、ロータリークラブを組織

体と見るとき、このやり方ではクラブの実体に添った管理が困難とな

る短所があります。 
オステンド大会 1927年   

 それまでのロータリーの考え方は、ロータリー運動の実体をクラブ

内の活動とクラブ外の活動に対比させる考え方でした。 
これに反して四大奉仕を採用することによって、ロータリーの奉仕

活動の実体とクラブ管理運営の実体とがマッチして合理的になる一

方で、ロータリーの理念を追求する場が特定されなくなったことから、

とかく、原理が軽視されたり、否定され易いという短所が生まれてき

ます。 

クラブ内における活動とは、例会における発想の交換によって自己

改善を計り、奉仕の心を育んでいくことであり、一人一業種で選ばれ

た会員が毎週開かれる例会に集って、お互いが師となって奉仕の心を

学んでいくことを通じて、ロータリーが説く親睦が生まれてくると考  なお、この四大奉仕採用に先立って、イギリスとアイルランドのロ
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第 16章 ロータリーの危機 ータリークラブ群が、パイロット・プログラムとして五年間実施し、

その結果、非常に大きな成果を得たので、正式採用に踏み切ったと言

われています。その際に会員啓蒙用として使われた資料が、The  
 
ロータリーの歴史を顧みれば、深刻な危機が何回となくロータリー

を襲い、それを見事に乗り越えていった歴史的事実があります。 meaning of Rotary (Vivian Carter著 ロータリー解析 田中毅訳)
です。 最初の危機は 1907 年から 1910 年にかけて起こった「親睦か奉仕

か」を巡る論争です。  
原始ロータリーは、会員相互の親睦と事業の発展を願ったエゴイ

ズムに満ちた出発であり、そこに社会に対する奉仕という概念が持ち

込まれたことによって混乱が起こります。 
 それを打開する手段として、ロータリークラブ連合会が設立され､

奉仕理念や拡大といったクラブの親睦を阻害する可能性のある事項

を、ここで扱うことによって、最初の危機を脱することができました。 
 
第二の危機は 1923 年の「奉仕活動の実践」を巡る論争です。ロー
タリーの活動の主流は、職業奉仕の理念に基づく活動であると主張す

る一派と、世の中に不幸な人がいる限りそれを救済するのが先決であ

るという社会奉仕活動に重点を置く一派との論争です。これは、I 
serveかWe serveか、精神的活動か金銭的活動かにまで発展して、ま
さにこれもロータリー分裂の危機を孕んだ論争になりました。 
これは、決議 23-34によって、職業奉仕理念をロータリーの哲学に
おくことを前提としながら、一定の枠をおきながらも団体的、金銭的

奉仕活動を認めるということで回避したわけです。 
 
そして、第三の危機は、1929 年から第二次世界大戦にかけて起こ
った、ロータリー対する逆風です。 
  1929年 10月、ウオール街の株価暴落に端を発した世界大恐慌は
悪化の一途をたどります。 
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 それに追い討ちを掛けるように、1930 年、ロータリーの奉仕理念
の提唱者であったフレデリック・シェルドンが、突如ロータリーを去

ります。1929年のダラス国際大会で、彼のモットーHe profits most 
who service bestを廃止しようという決議 29-7が、RIBIから提案さ
れ、これを支持するクラブがアメリカからもかなり出たことや、決議

23-34で制限がかけられたはずの奉仕活動の実践が、「身体障害児童の
救済事業」として、同大会で決議されたことが原因とだという人もい

ますが、真偽のほどは定かではありません。 
 
 シェルドンという偉大なる精神的な基盤を失ったロータリーは、経

済不況も加わって、急速にその勢力を殺がれていきます。 
1932年 12月のシカゴ・クラブの統計によれば、会員数 670名のう
ち、半期 60%の出席義務を満たさなかった会員は 213名に上っており、
クラブ管理そのものが破綻していたことが窺えます。 
 こり時期におけるシカゴ・クラブの入会者と退会者の一覧表を見る

と、退会者が激増している状況が一目で判ります。 
 
年 度 入会者数 退会者数 年  度 入会者数 退会者数 
1922-23     59 54 1928-29 113 49
1923-24     65 71 1929-30 109 58
1924-25     72 50 1930-31 86 82
1925-26     75 57 1931-32 73 89
1926-27     106 50 1932-33 62 101
1927-28      98 61

                             
世界の統計をみても、1932 年から 1935 年と、1941 年から 1944
年にかけて(これは第二次世界大戦によるもの)会員数が減少していま

す。 
 
この状況に危機感を抱いたシカゴ・クラブ会長ジョージ・ハーガー

は、1933 年、シカゴ大学社会科学調査委員会に対して、シカゴ・ク
ラブの徹底的な分析を依頼します。同委員会は、アンケートや提供さ

れた資料を基にして、翌 34 年に報告書「ROTARY ?」を出版しまし
た。しかし、その内容があまりにもロータリー運動に批判的であった

ため、ポール・ハリスは、ほぼ完成の域にあった彼の著作「This 
Rotarian age」の発行を遅らせて、その内容を書き直したという逸話
が残っています。 
 
 1929年から始まった世界大恐慌は悪化の一途をたどり、1932年に
共和党のフーバー大統領（アーカンサス州ブルッフ・ロータリークラ

ブ会員）に代わって、民主党のルーズベルトが政権を取りました。 
1933 年のシカゴ・クラブのアンケートによると、共和党支持者

72.59%、民主党支持者 8.64%、であることからも解るように、圧倒的
なロータリアンの支持を受けていた共和党のフーバーが破れて、ライ

オンズの支持の多かった民主党が政権をとったわけです。 
 その直後に、ララミー・クラブの副会長を務め、その後 RI 事務局
に勤務していた、ポール・ハリスの弟レギナルト・ハリスがロータリ

ーからライオンズに鞍替えするという事件が起こります。 
 

1927年から 1932年までの間、レッグはロータリーの場で働きまし
たが、勝ち馬に賭けることを欲した彼は、ライオンズに移籍し、それ

以来、私達と共にあるのです。 
[ Lions International公式文書 田中毅訳] 
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1933 年 3 月に発足したルーズベルト内閣は、直ちにニュー・ディ
ール政策を打ち出して、金本位性の廃止、TVA開発などの公共事業の
創出、国家産業復興法に基づく企業活動と労使関係を規制する政策を

実施しました。ロータリアンを中心とする実業界と対立を深めながら

も、一応経済危機を回避したかのように見えたニュー・ディール政策

も、結局は功を奏せず、1937 年の夏には「恐慌の中の恐慌」と呼ば
れるほどの危機的状況を迎えます。そこでアメリカ政府が選択した道

は、当時、緊張が高まりつつあった国際情勢を利用した軍事産業の積

極的な育成であり、アメリカ経済は戦時体制の下で、やっと不況から

抜け出すことに成功するのです。 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 
1. 真実かどうか？ 
2. みんなに公平か？ 
3. 好意と友情を深めるか？ 
4. みんなのためになるかどうか？  

 
さて、この未曾有の世界大恐慌の時期に、ロータリアンがなしとげ

た大きな業績の一つに、四つのテストの制定があります。 
 1931 年、包装済食品戸別訪問販売の職業分類でシカゴ・クラブの
会員であったハーバート・テーラーHerbert Taylorは、不況のあおり
を受けて、莫大な借金を抱え倒産の危機に瀕していたクラブ・アルミ

ニウム社の経営を引き受けることになりました。もしも、会社の再建

に失敗すれば、250人の従業員が仕事を失うことになります。 
彼はこの状況から脱出して、会社を再建するためには、道徳的、倫

理的な指標がどうしても必要だと考えました。従業員が正しい考え方

を持って正しい行動をすれば、会社全体の信用が高まるに違いありま

せん。社員全体が簡単に憶えられて、自分を取り巻く全ての人たちに

対して、考えたり、言ったり、行動したりするときに応用できる、道

徳的な指標が必要であることに気づいたのです。 

 

ハーバート・テーラーが四つのテストを考え出してまもなく、早速

それを使う機会が訪れました。「世界で最高の調理器具」というキャ

ッチ・フレーズが書かれた印刷物の校正刷りが、彼の机に届いたので

す。  社長室の机の前で頭をかかえながら、思い浮かんだ 24 語の言葉を
書き留めたのがこの四つのテストです。   「世界で最高だということを証明することはできないし、それは間違

いかもしれません。」彼は広告担当のマネジャーを呼んで、最高とい 
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う文字を削除し、それ以来「最もよい」とか「最も見事な」のような

単語を使うことをやめて、単に製品についての事実を述べることにし

ました。  
 さらに、それぞれ宗派の違う四人の責任者を呼んで、四つのテスト

が、信仰の教義に反しないことを確かめた上で、このテストを暗記し、

職場で適用することを全従業員に了解させました。従業員たちは印刷

された文章を手にして、それを勉強し、従業員全体の単純で効果的で

興味をそそる信条にしたのです。  
 その後まもなく、取引先の印刷所が見積もりを間違えるという事件

が起こりました。印刷所は、品物を届けてしまった後に、500ドル安
く見積りしたことに気づいて、半ばあきらめながらも、その事実を会

社に告げました。法的にも社会通念上からも、その訴えを退けること

は可能でしたが、四つのテストの［みんなに公平か？］に抵触すると

いう意見に従って、500ドルを上乗せして支払うことにしました。  
 高い道徳的水準に基づいた真摯な会社経営は、消費者の信用につな

がって、クラブ・アルミニウム社は売上を伸ばし、5 年後にはその借
金は利子と共に完済し、15年後には株主に多額の配当をするまでに業
績を伸ばしました。  
シカゴ・クラブが四つのテストの存在を知ったのは、1939 年にハ
ーバート・テーラーが商工会議所の会合でこの話を披露したのを、た

またまゲストとして参加した他の会員が聞いたことに始まります。 
 
ハーバート・テーラーは 1939-40年にクラブの会長、1954-55年に
国際ロータリーの会長を務め、その際この四つのテストの版権を RI
に寄付し、今日に至っています。  
四つのテストは各国語に訳されて、ロータリー・ライフはもちろん

のこと、社会的、政治的な問題や、人間の生活に影響を与えるすべて
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の人間関係に驚くべき成果を与えつつ、適用されているのです。 
 

1935年 12月 21日、アーサ
ー・フレデリック・シェルドン

はテキサス州ミッションで亡

くなりました。 
彼の遺体はアンナ・グリフィ

ス夫人の故郷であるニューヨ

ーク州キングストンのモント

リポーズ墓地に葬られていま

す。 
墓碑には、彼がインド哲学か

ら学び取った、Ｓ（満足感のあ

る奉仕）、Ｑ（良質なもの）、Ｑ

（必要とするだけの量）、Ｍ（正

しい状態）を表す「奉仕の三角

形」と、He profits most who 
serves best のモットーが刻み込まれています。  
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第 17章 ポール・ハリスとその晩年  病気勝ちであることに加えて、表面にでることを極端に嫌ったポー

ルは、彼の生誕の地であるラシーン・クラブが、彼の業績を讃えて建

設した記念碑の除幕式にも出席せず、愛妻ジーンの生まれ故郷で開か

れたエジンバラ大会にも出席していません。  

 
ポールは、全米ロータリークラブ連合会会長に就任する直前の 1910
年 7 月 2 日に、アイルランド、エジンバラ出身のジーン・トムソン
Jean Tompsonと結婚します。二人の馴れ初めは、プレーリー・クラ
ブの山歩きの最中、いばらの棘で破れた服を、ジーンが縫ってあげた

ことでした。 
連合会会長を二期務

めた後、後任会長の座を

フィラデルフィア・クラ

ブのグレン・ミード

Glenn Meadに譲ったポ
ールは、終生名誉会長の

肩書きを与えられたも

のの、1912年から 1926
年までの 14 年間は、理
論構築の場にも、国際大

会の場にもその存在を

示す記録を残しておら

ず、実質的にはロータリ

ーの第一線からは引退

した生活を送ります。 
 

 1912 年には、ロングウッド・ドライブに新居を構えて、ジーンの
故郷の通りの名前にちなんで、カムー・バンク Comely Bankと名づ
けました。1916 年には法律事務所をファースト・ナショナル銀行に
移して事業の拡大を図っています。 
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 カムリーバンクの家 

1926 年ポールは、健康が回復したこともあって、名誉会長として
活動を再会します。バーミューダ・クラブを訪れて、大変な歓迎を受

けますが、彼にとって一番嬉しかった出来事は、かつて彼が在学して

いたプリンストン大学のフランシス・パットン学長と再会し、ポール

の業績に最大級の賛辞を送ったことでした。 
 このことが引き金になったのか、これ以降、ポールは、妻ジーンと

共に積極的に世界中のクラブを訪問すると共に、国際大会や協議会に

も出席し、充実したロータリー・ライフを取り戻します。 
1928 年、妻を伴って、五年間の愚行以来初めてのヨーロッパ訪問
の旅に出ます。各地のクラブ例会や IMに出席して、ロータリーの創
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た。 始者としての演説を行いましたが、その何れもが参加者の心に深い感

銘を与えるものでした。連日にわたる会合というハード・スケジュー

ルをこなした代償に、ポールが得たものは、ヨーロッパにおけるロー

タリー運動が、彼が想像していた以上に発展していたという喜びでし

た。 

◎ RIBI としては、アメリカのやり方をそのまま押しつけてくる RI
に対する強い反感があった。 

◎ RIBIはシェルドンの「He profits most who serves best」は、成
り上がり者が幅を利かせているアメリカでは必要かもしれない

が、伝統的な倫理観を備えているイギリスやヨーロッパ大陸には

必要がなく、「Service above self」だけで充分だと主張した。 
1928 年の旅はハリスにとって多くの収穫のある旅でした。彼が危
惧していたように、自分の名声によって他の人々の運動に対する貢献

が減るどころか、逆にロータリーとその運動を、国際運動にまで発展

するよう尽くしたあらゆる偉大なパイオニア達の地位が、それに伴っ

て高められたことが、良く分かったからです。 

◎ Aims & Objects Planが、RIBIのパイロット・プログラムとして
試行され、1927年のオステンド大会で正式に採用されたにもかか
わらず、アメリカではなかなか採用されなかった。 

◎ RIBIが再三にわたって提案したにもかかわらず、アメリカの大都
市クラブが一都市一クラブを主張し続けた。(1933年に決議 33-26
として改正) 

 

  それは自分が崇拝される教祖にされてしまうのではないか、と案じ
たからである。彼は同じ理由で、国際大会からも遠ざかっていたが、

その恐れはもう消えていた。ロータリーはその真価によって確立さ

れ、常にハリスに対する尊敬と賛嘆はあっても、人物の方が運動より

も大事に見えるという危険はもうないことに彼は気づいていた。 

        筆者まとめ 

 
 ポールの努力にもかかわらず、会議は双方の意見が噛み合わず大き

な収穫はありませんでしたが、取り敢えず、決裂という事態だけは避

けることができました。会議後、ポールは妻と共にイギリス各地を廻

って旧交を温め、更に、南アフリカを訪れています。 

       ［The First Rotarian---James Walsh---是恒正 訳］ 

 
 1934年、ポール・ハリスは、RI会長ジョン・ネルソンや事務総長
チェスレー・ペリー等と共に、一触即発となっていた RIと RIBIとの
関係を修復するためにイギリスを訪れます。 

 1935年から 37年にかけて、ポールは超人的ともいえる過密なスケ
ジュールをこなして、極東と南アメリカのロータリークラブを訪問し

ます。  RIとRIBIとの対立点として、次のような問題が考えられています。 
1935 年…ハワイ、日本、上海、香港、マニラ、オーストラリア、ニ
ュージーランド、カナダ（エドモンド地区大会）、メキシコシティ国

際大会 

 

◎ RIとしては、既得権を主張してことごとく対立してくる RIBIの
存在そのものが、疎ましい存在であった。なお、この RIBI に倣
って日本が日満ロータリー連合会 RIJMを結成しようとする動き
があり、このような中間管理組織結成に伴う RI の弱体化を恐れ
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1936 年…コロンビア、パナマ、エクワドル、ペルー、チリ、アルゼ
ンチン、ブラジル 
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1937年…スイス（モントルー国際協議会）、フランス（ニース国際大
会）、イギリス諸島 
  
病が癒えたばかりの身体で、敢えて世界一周の視察を試みたのは、

全世界に拡大されたロータリークラブの現況を視察するということ

よりも、高まりつつある国際的緊張をロータリアンによる友情を通じ

て緩和する目的だったといわれています。なお、1937 年のイギリス
訪問は、当時分裂の危機を迎えていた RIと RIBIとの対立を調整する
目的も含まれていました。  

日本訪問に関する詳細は次の通りです。 
1935 年 2 月 1 日 ホノルル発 プレジデント・クーリッジ号にて横
浜へ。途中、暴風雨の余波を受け、大幅に遅れる。当初の 2 月 6 日、
午前 8時横浜入港の予定が大幅に狂ったため、日本における公式行事

はすべてキャンセルになった。 
1935年 2月 9日 横浜 午前 5時着。少憩の後、直ちに車にて東京
へ。           
東京 帝国ホテルへ・・・記念植樹。芝公園内紅葉館にて昼食会。そ

の後御木本真珠本店見学。東京會舘にて、東京・横浜クラブ主催の晩

餐会・・・米山梅吉、斉藤実伯爵（前首相）が歓迎の辞を述べ、ポー

ル・ハリスとヒル RI 会長が挨拶をする。徳川家達公爵も出席。夜、
クーリッジ号に乗船し、横浜港出港、神戸へ。 
2月 10日 時々小雨 神戸到着、直ちに京都へ  
京都  東郷男爵夫妻がエイド役をつとめて、午前中市内観光（二条

城、桂離宮）の後、車にて大阪へ。 
大阪  村田省蔵第 70 地区ガバナーと会談。京都・大阪・神戸クラ
ブ主催の歓迎昼食会が新大阪ホテルで開催され、日本全国から 150名
のロータリアンが参加する。ポール・ハリスの胸像を贈呈。（大阪商

船の船でシカゴに直接輸送する）車にて神戸へ。 
神戸  神戸クラブからハリス夫人に花束と絵日傘を贈呈。夜、プレ

ジデント・クーリッジ号にて上海、香港を経由してマニラへ。星野行

則、伊藤忠兵衛、宮岡恒次郎等 14 名の日本人ロータリアンがマニラ
まで同行。 
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 70歳を過ぎた頃から、
ポールは絵を習い始め

ました。どうやらその

才能があったらしく、

現在、ワン・ロータリ

ー・センターには彼の

遺作が 2 点残されてい
ポールの作品 
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ます。 
 1939 年にテレビを通じて、アルバニー・クラブとトロイ・クラブ
が合同例会を開き、ポールとチェスが出演しています。なお、この頃、

ポールは何度かラジオを通じて演説をしています。 
 
 1942 年、トロント国際大会で、長年ポールを支えてきたチェスレ
ー・ペリーが事務総長を退任しました。名誉事務総長の称号を辞退し

たチェスは、古巣であるシカゴ・クラブの一会員としての道を選び、

後日、クラブ会長に就任しています。 
 

1946年が暮れようとする頃、ポール・ハリスは病んでいた。だが、
体こそ衰えたものの、彼の士気はいまだ軒昂たるものがあった。最後

の最後まで、彼の人生はロータリーとともにあった。彼はまだペンを

とり続けており、ついに彼は最後の著作［わがロータリーへの道］の

原稿を完成したのである。  
［The First Rotarian---James Walsh--- 是恒正 訳］ 

 
 1947年 1月 27日、ロータリーの創始者ポール・ハリスは、カムリ
ー・バンクの自宅で、この世を去りました。享年 78歳でした。 

1 月 30 日、小雪の降りしきる中で行われた告別式には、多くのロ
ータリアンが参列し、チェスレー・ペリー、トーマス・ウォーレン、

リチャード・ヘドケが弔辞を述べました。The Rotarian 誌は 3 月に
ポールの特集号を発行し、その中に、この 3人のロータリアンにグレ
ン・ミードを加えて追悼文を掲載しています。彼の遺体は、シカゴ郊

外のブルー・アイランドにあるマウントホープ墓地に埋葬されていま

す。遺言によって、終生の友でありロータリー運動の良き理解者だっ

たシルベスター・シールの隣に眠り、その墓石には、彼が一生をその

活動に捧げたロータリーのマークが刻まれています。二つの墓石の間

には、記念碑と歴代 RI 会長の名前が刻まれた遊歩道が作られ、ブル
ー・アイランド・ロータリークラブがその管理をしています。 
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 1947年 1月 22日、ポール・ハリスが亡くなる五日前に、ポールが
弟のレジナルドに出した手紙の封筒が残っています。その宛名は、奇

しくもレジナルドが幹事として勤めていた国際ライオンズ気付とな

っています。（資料提供・東京江北 RC飯塚悟朗氏） 

 

 129



参考文献 
 

First national convention of the Rotary clubs of America 
Second national convention of the Rotary clubs of America 
Proceedings annual Rotary convention 1910-1915 
Proceedings annual Rotary convention 1921 
Proceedings annual Rotary convention 1923 
Proceedings annual Rotary convention 1927 
Rotary: fifty years of service 
The Herbert Taylor story (Herbert Taylor) 
The National Rotarians Vol. 1-2 
The Rotarian Vol. 1-7 
The story of Minneapolis Rotary 
National Handbook of Rotary Clubs of America 1911 
The Founder of Rotary (Paul Harris) ポールは生前「私の葬儀には花はいらない。それよりもロータリー財

団に寄付をしてくれた方がよっぽど嬉しい」と語っていたそうです。

その言葉通りに、全世界のロータリアンから多くの寄付が寄せられて、

彼の没後、半年の間に最初の奨学金が 18 人の奨学生に贈られる一方
で、一年後には約 200万ドル基金が集まって、その後のロータリー財
団の基礎を築くことになります。  

This Rotarian Age (Paul Harris) 
My Road to Rotary (Paul Harris) 
A Talking Knowledge of Rotary (Guy Gundaker) 
Rotary ? (Chicago University田中毅訳) 
The Meaning of Rotary (Vivian Carter 田中毅訳) 
Golden Strand (Oren Arnold田中毅訳)  
The First Rotarian (James Walsh 是恒正訳)  
Rotary Philosophy (Arthur Sheldon 田中毅訳)  
奉仕理念の提唱者 アーサー・フレデリック・シェルドン(田中毅著) 

 131  132


