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鵜
ロータリーの綱領

ObjectofRotary

綱領

ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し，これを育

成し，特に次の各項を鼓吹，育成することにある；

第１奉仕の機会として知り合いを広めること

第２事業および専門職務の道徳的水準を高めること；あらゆる有用な業務は尊
重されるべきであるという認識を深めること；そしてロータリアン各自が，

業務を通じて社会に奉仕するためにその業務を品位あらしめること；

第３ロータリアンすべてが，その個人生活，事業生活および社会生活に常に奉
仕の理想を適用すること；

第４奉仕の理想に結ばれた，事業と専門職務に棚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を推進すること。

Object

TheobjectofRotaryistoencourageａｎｄｆｏｓｔｅｒｔｈｅｉｄｅａｌｏｆｓｅｒｖｉｃｅ

ａｓａｂasisofworthyenterpriseand，ｉｎparticular，toencourageand

foster；

First・Thedevelopmentofacquaintanceasanopportunityforservice；

Second、Highethicalstandardsinbusinessandprofessions；the

recognitionoftheworthinessofallusefuloccupations；andthe

dignifyingofeachRotarian,soccupationasopportunitytoservesociety；

Third・TheapplicationoftheidealofserviceineachRotarian'ｓ

personal，businessandcommunitylife；

Fourth･Theadvancementofintemationalunderstanding，goodwiIl，

andpeacethroughaworldfellowshipofbusinessandprofessional

personsunitｅｄｉｎｔｈｅｉｄｅａｌｏｆｓｅｒｖｉｃｅ．
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召ＲＩ会長

2004-2005年度国際ロータリー会長

グレンＥ・エステスＳｒ・氏

米国アラバマ州シェイズバレー

２００３－０４年度国際ロータリー会長エレクト

１９９３－９６年度ロータリー財団管理委員

１９９１－９２年度国際ロータリー副会長

１９９０－９２年度国際ロータリー理事

１９７９－８０年度第6860地区ガバナー

グレンＥ､エステスＳｒ､氏は，グレン・エステス・アソシエイツ社を引退された雌商経営
貞任荷です。米国ミシシッピー州のパイク郡に生まれ，物理学および化学を専攻され，ル
イジアナ州ニューオリンズのチュレイン火学から学位を取得されました。エステス氏は，
5人兄弟の１人で，全員がロータリアンです。・時期，兄弟のうち４人がそれぞれのクラ
ブの会長を務めました。

エステス氏は，アラバマ州バーミンガムに本部を撒く，およそ10,000人の職員を擁す

る１１の病院の連挑保健禰謹体制である，バプチスト保健機椛の元管理委員会委貝良です。
アラバマ州!｛』部商'11:改・淵ﾙﾙ会の理蛎およびアラバマ州労災補償信託一企業群議会の竹珊
委典を務められました。またフロリダ州における初jﾘIの頃，ＹＭＣＡ，米'11化学|ﾙﾘ会，関
節炎財付lの委旦長を雌征され，また米111の人’川川越噸間評議会の評議貝も務められました。

エステス氏は，1960年以来のロータリアンで，肢初，（米国）フロリダ州ジャックソン

ビルのクラブ＃４１，その後，ニュージャージィー州ウエインのクラブ会員でした。同氏
は，1997年国際大会委興会のアドバイサー，また１９８７－８８年度にはポリオ・プラス国
別コーディネーターを務められました。同氏は，符哩委員会委員の任期を通じ，財Ijl財
務委員会委員長および財I､jlプログラム委員会副委災艮を歴任されました。1999年には，
I1il際協議会委典長および議長を務められました。

同氏は，以前，IIil際ロータリー監査運営群:iff委貝会委員を４年，そのうち１年はlIil委員
会委員長を務められました。これはロータリーで唯･･-の６年任期の委員会です。この委員
会は、理事会に対し謝川の役割を果たします。またエステス氏は，２００２－０３年度を通じ，
会員増強および退会防止委員会の委員長を務められました。

エステス氏は，ロータリー財剛の火11寄付稀，ポール・ハリス・フェロー，およびベ

ネファクターです。

同氏はまた，ロータリー財団功労表彰状およびロータリー財団特別功労賞を受徴されて
おられます。

グレンおよびメアリー・エステスご夫菱には，３人のお子さんと８人のお孫さんがおら
れます。ご家族の１６人が，ポール・ハリス・フェローです。

エステス氏は，１１１際ロータリー創立IzilW年記念にあたる２００４－０５年度に会長を務め
られます、

Ｉ



親愛なる同僚ロータリアンの皆さま：

100年に及ぶロータリーの親睦と奉仕

には，祝うに足る｜･分な理山があり，１００

周年にあたる私たちの2004-05年度に，

私は，全ロータリアンに向かってご一緒

にロータリーを祝おうとお願いしたいの

です。私たちは，世界の子供たちや今後

生まれてくるすべての子供たちへの贈り

物として，ポリオのない世界を実現する

という大きな成功を祝うことになります。

世界１６６力IRlで120万人の会員が泰11:す

るという一雌紀にわたる成長と拡大を祝

い，そして，私たちを奉仕へと駆り立て

て献身しようと絶えず奮い立たせる，

ロータリアンの心温まる親睦を祝うので

す。

■2004-05年度ＲIテーマ

ロータリーを祝おう

RI会長からのメッセージ

ＣＥＬＥＢＲＡＴＥ

ＲＯＴＡＲＹ

私は，ロータリアンの皆さまに，過去

の成功の自己満足ではなく，現在の倒難

への新たな危機感を持って，ロータリー

を祝おうと呼びかけております。何十年

にもわたる準ｲ|:によって，私たちは，自

然災害と新たな恐ろしい病や残忍な紛争

に取り巻かれた世界において，人類が必

要とすることの重大さを知らされました。

私たちは何肖万もの読み沸きのできない

人々や技能を肺えていない人々が，容赦

ない貧困の悪循環に掛かって抜け出せな

いでいることを知っています。私たちは，

医師や病院があまりにも少なすぎる場所

に，苦しむ人々がｲＷｌ;するのを目にして

きました。また，食料や水などの基本的

な必需品に手が届かない人々が，あまり

に多くいることを認織しています。ロー

タリーを祝う妓鮮の方途の一つは，私た

ちの１００年の経験の亜みを十分に生かし

て，それらの莫大な人道的需要に取り組

む事でしょう。まず第一に，超我の奉仕

を据えることで，ロータリーを祝おうで

はありませんか。

国際親善奨学生，ローターアクター，イ

ンターアクター，汁少年交換学生，ＧＳＥ

チーム・メンバー，その他私たちの人道

的活動によって生涌が改禅された何下も

の人々など，私は，皆さまがこの祝賀の

心を，ロータリー家族全体とロータリー

によって感動を与えられたすべての人々

と分かち合われるよう望みます。また，

私たちが奉仕する地域社会に，私たちと

共に祝ってもらうよう呼びかけましょう。

100周年社会奉仕プロジェクトは，ロータ

リー１００周年を地元で広報し，世界中の

何千もの地域社会で，100周年を末永く記

憶に残るものとするまたとない機会です。

－
２



ロータリー100周年にまつわる前向き

な広報は，間違いなく会員候補者の間で

ロータリーに対する認識と関心を高め，

2004-05年度を会員を増強するに最適

なものとするでしょう。また，私たちは，

ここ数年来の退会防止活動を継続するの

に，クラブ・プロジェクトに現在の会員

を積極的に巻き込み，「ロータリー家族」

委員会を維持し続け，クラブ内に気配り

と思いやりのある環境を推進しなければ

なりません。私たちは，ロータリーの最

初の１００年の奉仕にとって，安定した成

長を続ける会員組織がいかに重要である

か，目にしてきました。活動的で献身的

なロータリアンの退会を防止し，その数

を増やして，私たちの将来を安定したも

のにするため，あらゆる努力をしましょ

う。１００年は重要な礎石であり，そこに到

達した団体はほとんどありません。この

ことは，ロータリーが正しい行いをして

いること，ロータリー奉仕に対する需要

がいまだ大きいことを示しています。私

たちの成功には，数多くの「秘密」があ

ります。それは，週例会に由来する親睦

と共通の大義，それに世界中に向けて扉

と心を開く国際性であり，私たちの誰も

が，自分ひとりで行うよりはるかに多く

の事柄を達成させてくれる櫛造です。し

かしながら，最大の強みは，ロータリア

ンが新しい挑戦事項に取り組むにあたっ

て抱き，最後に問題が解決されるまで持

続する熱意なのです。私たちは，ポリオ

撲滅において，また，私たちが奉仕する

各地域社会において，他の何千もの方法

３

でそれを実践しています。

シカゴの鉱山技師の事務所で1905年に

始まったロータリーですが，初期の頃に

は，将来の見通しはほとんど立ていませ

んでした。凍てついた２月の夜‘そこに集

った４人の男性のうち誰一人として‘１００

年後に31.000ものクラブが会合を開くと

はもちろんのこと，その会合が定期的に

行われることになるとは，予想だにして

いませんでした。ポール・ハリス，シル

ベスター・シール，ガスターバス・ロー

ア，ハイラム・ショーレーは，明らかに，

自分たちが最初の奉仕クラブを形成し，

２０世紀を通して他のこれほど多くの人々

の心と魂を掴むことになる運動に着手し

ているとは，思いもしていませんでした。

初期の創立者たちのように，ロータリア

ンは，自分たちの行動がどれほど建設的

な影響を与えるのか．いつもわきまえて

いるわけではありません。しかし，100年

にわたる奉仕は，私たちが世界で善行を

なす計り知れない可能性を明砿に示して

きました。

今日，国際ロータリーは，世界で最も

影響力と行動力を有する非政府団体の１

つとして，奉仕の第二世紀に入る用意が

整っています。私たちのポリオ・プラス・

プログラム，平和および紛争解決の分野

における国際問題研究のためのロータ

リー・センター，国際人道的活動，そし

て世界中で数え切れないほどの卓越した

クラブと地区のプロジェクトは，より良



いより平和な世界を達成するためのロー

タリーの貢献を示しています。ロータ

リーの可能性に対する認識を高め，新し

い挑戦事項に取り組み，それらが達成さ

れるまでやりぬく心構えをして，奉仕の

第二世紀に入ろうではありませんか。私

たちのクラブで，職業で，地域社会で，そ

して私たちの世界で，新たに奉仕に献身

して，ロータリーを祝おうではありませ

んか。

/鍾童…墓＝
グレンＥ・エステス・シニア

2004-05年度，国際ロータリー会長

あなたのクラブで，ロータリーを祝おう。

私たちのクラブは，ロータリーの心臓です。ここは，私たちがまずロータリーの親睦を

楽しみ，やがてロータリーの理想に献身するようになる場です。多くのクラブに１００周

年度に称えるべき豊かな歴史があり，最も新しいクラブにさえ，ロータリーを祝う理由
があります。クラブ会員に思いやりと気配りの精神を奨励して，ロータリーを祝おうで

はありませんか。会員の退会防止活動を支援するロータリー家族委員会を継続し，熱意
にあふれた新会員を入会させて，前途に横たわる挑戦事項を克服するための新たなエネ
ルギーをクラブに吹き込みましょう。

あなたの職場で，ロータリーを祝おう。

ロータリーが創設されたのは‘私たちの時代とさほど変わらないような，ビジネスの世
界における腐敗と醜聞の時期でした。この団体の創立以来，道徳的水準はロータリアン

の代名詞になっていますが,100周年は,事業および専門職務における立派な行いに関す

る私たちの誓いを新たにする理想的な機会です。職場における良心，そして社員，顧客，

専門職務に桃わる同僚に対する清廉の手本として振舞い，ロータリーを祝おうではあり
ませんか。

あなたの地域社会で，ロータリーを祝おう。

ロータリーの優れた達成事項の多くは，各クラブが識字率の向上，貧困および飢餓の緩

和，若い人々の指導と彼らを取り巻く環境の美化といった広範囲のプロジェクトー世界

31,000以上の地域社会において実施されている活動のごく一部をあげましたが－に取り

組む草の根レベルでのものです。2004-05年度には，あなたのクラブの１００周年記念社

会奉仕プロジェクト，その他の特別式典を通して，100周年の祝賀に地域社会を参加させ

てください。クラブの奉仕の歴史を地域社会に広報し，将来の野心的な計画に着手して，
ロータリーを祝いましょう。

私たちの世界で．ロータリーを祝おう。

ロータリーの国際性のおかげで，ロータリアンは国境を超え，地球を半周して，奉仕の

パートナーを形成し，文化交流を実施することができます。２００４－０５年度に双子クラ
ブ・プログラムに参加し，100周年記念の研究グループ交換やロータリー・ボランティア

を支援し，青少年交換学生を派遺しもしくは受け入れて，ロータリーを祝いましょう。

シカゴで開かれる国際ロータリー年次大会に出席し，世界の沢山の国々から集うロータ

リアンに加わって，ロータリーとその100周年を祝う計画を立てましょう。

４



2004-2005年度ＲI会長のテーマ

ロータリーを祝おう１００年の歩み

「テーマに関する講演」

１００周年を祝おう

（ロータリー創立１００年目の年を，過去の成功に満足するのではなく，現在の困

難を直視し，危機感を持って見直すことであり，宴会，懇親．親睦の集いをする

ことだけではありません。）

１ロータリーの歴史に学びましょう。

２ロータリーに奉仕を期待する声が大きいのでこれに応じましょう。

３お祝いのイベントと広報に積極的に取組みましょう。

１００周年の２大配念活動

１双子クラブ・プログラム活動を推進しましょう。

２社会奉仕プロジェクト（１００周年記念社会奉仕）を推進しましょう。

１００周年の会長の４強調分野関連プロジェクト

ｌ識字問題に取組みましょう。

２ロータリー家族問題に取組みましょう。

３保健問題（健康問題）に取組みましょう。

４水資源問題に取組みましょう。

１００周年の３大目標

１ポリオ根絶プログラム（ポリオプラス）を完遂しましょう。

２会員増強（会員増強と退会防止。新クラブ結成。）に努め，各地区に地区ロータ

リー家族委員会を設霞し，クラブの家族委員会を援助しましょう。

３財団を支援しましょう。特に年次プログラム基金への毎年全ての会員の寄付の呼

び掛け「エブリロータリアン，エブリイヤー」（毎年，全ての会員が）を完遂し

ましょうＲＩ全体で，会員１人＄１００平均の寄付を達成しましょう。

１００周年の会長賞

同時に配布されたエステス会長エレクトの『奉仕の機会』には会長賞の項目とし

て．クラブでロータリーを祝いましょう，職場でロータリーを祝いましょう，地

域でロータリーを祝いましょう，世界でロータリーを祝いましょうが，それぞれ

１０項目あります。

５



［全体会殿］

2004-2005年国際ロータリー第2730地区の活動指針

ガバナーエレクト三木靖

ロータリー１００年を，手づくりのプロジェクトで祝おう

○グレンＥ・エステス・シニア２００４－２００５年国際ロータリー会長エレクトが

示されたテーマ「ロータリーを祝おう」のもとで，クラブ会長は

①国際ロータリーの目標とする奉仕活動への取組みと，

②地域の要請や国際的な要請に応える各クラブでの個性あふれる奉仕活動への取組とを

調和させるように努めよう。

そのためにも地域を知り，地域の特性を明らかにし，ロータリーへの要請を正確に把

握してその特性や要請に応える組織を作って行動しよう。

○ロータリー１００年の年にふさわしい地区役員，会長とクラブ役員並びに会員とな

るためロータリーの歩みを理解して綱領，手続要覧，国際ロータリーの年次報告書，ク

ラブ会長要覧・クラブ幹事要覧・クラブ委員長の手引き，地区リーダーシッププラン，

第２７３０地区史，標単ロータリークラブ定款細則，ロータリーのロータリー財団年次

報告書，財団法人ロータリー米山記念奨学会事業報告書等を通読し，規定審議会に注目

したい。なかでもロータリーの奉仕の４大部門，４つのテスト，職業宣言，奉仕の機会

等について常に関心を払っていこう。

○クラブ会長は，補佐と協力して１００周年を祝って国際ロータリーの歴史書『奉仕

の一世紀国際ロータリー物語』を聯入し国際ロータリーの歩みを考え，ポール・ハリ

スに思いを馳せ，地区とクラブの歴史を掘り起こし継承・発展させる領域を見い出し，

例会で報告し，記録し，広報しよう。会長エレクトは６月３０日迄に「効果的なロータ

リークラブを計画するための指針」に沿って効果的なロータリークラブになるための活

動計画の指標」を補佐とガバナーエレクトに出そう。

○地区とクラブに１００周年委員会を作り，地区大会で１００周年の祝賀を行い，会

長は補佐と協力して２月の１００周年記念月間（２月２３日がシカゴクラブの初会合日

でロータリー創立記念日となっている。）に地域の方々と一緒になって心を込めた手づ

くりの１００周年記念行事を開催してクラブの今後の礎とし，その行事を積極的に広報
しよう。

○地区とクラブにロータリー家族委員会を設置し，会長は補佐と協力してロータリー

家族の精神を喚起し，ロータリー家族支援の新しいプロジェクトを起こし，１２月の家
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族月間を成功させよう。ロータリー家族には関係者等を含み，できればもと会員やその

遺族にも範囲を広げよう。

○クラブ会長は１００周年双子クラブ・プログラムに参加するため，登録書式を提出

しよう。

○クラブは１００周年記念社会奉仕プロジェクトに取組み，９月迄に計画し地区に計

画書を出し，３月迄に完了し地区に写真を出そう。プロジェクトは２００４－２００５

年度に地域社会の要請に応え新たらしく行なうものと識字（梢報リテラシーを含む）・

水資源（河川・湖・渚，飲料水・濯概）・健康保険（環境保全）問題，青少年の健全育

成問題それぞれにわたるようにしよう。

○クラブは，４月１日迄に会員の多様性を高め，２名以上か３％以上純増し退会者を

減らし，新しいクラブを提唱し，地区の会員増強，拡大優秀クラブ表彰を受け，会員が

少なくともひとりの新会員を勧誘するようにし，１００％出席，１００％例会を奨励し

よう。２００３－２００４年度ガバナーからの指導内容のうちクラブ定款，細則にかか

わる部分は必ず具現しよう。

○補佐，会長は１Ｍのテーマ「ロータリー家族」（又は「ロータリー１００年」）

主体的に参加しよう。１０月３０，３１日の地区大会はクラブの参画で開催します。

ラブこぞって参加しよう。

に

ク

○時代の動きに取り残されないよう地区とクラブはＨＰを作り，Ｅ－ｍａｉｌアドレスを

定めて地区のウエブ環境を整備し奉仕活動の輪を広げよう。

○クラブは会員が事業と専門職務で倫理を目立った形で高揚するように段取りし，職

場での倫理と４つのテスト，職業宣言について１０月の職業奉仕月間にクラブで地域で

理解を深めよう。

○クラブは地区の職業奉仕委員会と協力して地域でボランティアを必要としているプ

ロジェクトを見つけそこでのボランティア活動を推奨しよう。４月の超我の奉仕ボラン

ティア月間に少なくとも１０時間を１００周年を祝うための世界各地で行われる大規模

なボランティア活動に会員が参加するようにしよう。

○１００周年記念職業奉仕の新しいプロジェクトに取組み，９月迄に計画し地区に計

画書を出し，３月迄に完了し地区に写真を出そう。

○クラブは地域のなかで職業上優れた活動をした者のなかから，地区の１０ｏ周年記

念奉仕賞の対象者としてひとり選び１２月１５日迄に地区に推煎しよう。
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○財団プログラムと財団寄付の目標を理解し，毎年すべての会員が寄付できるように

しよう。特にポリオ根絶とロータプラスト活動（子供の先天性口蓋裂傷や顔面形態異常

の嬬正のための整形外科医ロータリアンの活動）等世界各地で行っている人道支援プロ

グラムのために，２００４－２００５年も会員ひとり１００＄平均（これは３日に１＄

の割で1年間貯めると実現します。）を寄付しよう。いろいろな条件，環境のためこれ

も難しいケースもあるから，可能性のある方は１５０＄，２００＄と目標額を高めてい

こう。更に財団活動を地域で理解してもらおう。

○島津久厚米山記念奨学会理事長の出身地区として，また日本最大規模の民間留学生

支援組織の一員として，地区米山奨学委員会と協力して米山奨学生プログラムを理解

し、地域に広く理解してもらい，米山奨学生の受入れと米山寄付に大きな協力をしよ

う。

○地区の新世代委員会，青少年交換委員会，ロータアクト委員会，インターアクト委

員会，ライラ委員会，ＧＳＥ委員会は相互に，また補佐・会長との連絡を密にし連携し

て地域の新世代の育成と奉仕活動の大いなる発展に努めよう。クラブは交換留学生，財

団派通生を積極的に支援しよう。

○４月３０日東京で開催される「会長主催祝賀会議」に参加しよう。

○２００５年６月１８日～２２日シカゴで開催される１００周年記念の国際大会に参

加しよう。特に会長，会長エレクトは地区国際大会参加推進委員会と協力し３月末迄に

地区で，１９歳以上の同伴者を含めて１２０人以上の登録の実現に力を尽くそう。

○クラブは「奉仕の機会」４８（クラブでの１２．職場での１２．地域社会での

１２．世界での１２の各奉仕の機会）に挑戦しよう。クラブ会長は「奉仕の機会」を委

員会と共に実行できるようにし，

１０人台のクラブは２項目以上に，

２０人台のクラブは２分野以上で２項目以上に，

３０人台のクラブは３分野以上で３項目以上に，

４０人台のクラブは３分野以上で４項目以上に，

５０人台のクラブは４分野で５項目以上に，

６０人台のクラブは４分野で６項目以上に，

７０人台のクラブは４分野で７項目以上に，

８０人台のクラブは４分野で各分野２項目以上，合計で８項目以上に，

９０人台以上のクラブは４分野で各分野２項目以上，合計で９項目以上に取組み，高

度な内容で立派に完遂しよう。

クラブ会長はＲＩ会長賞申込書を３月末日迄にガバナー事務所に提出しよう（４月

１５日迄に実施するものを含めます）。
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四ロータリー歴

１９８６年人会

１９８７年～１９８８年クラブ会長

１９９６年～１９９７年クラブ会長

１９９８年～現在地侭米111奨学委員会委員
１９９８年地IX表彰（新11t代行成世）受批

１９９９年～２００１年地Iﾇ71i少年交換委胤会委員長

２００１年～現在地区剛際紙仕委典会委典

２００２年マルチプル・フェロ ー 受 章

。略歴・職歴

1962年

1966年

2004～2005年度第2730地区ガバナー

三木端 (みきやすし】

生年川ロ

自宅住所
1937年４月ｌ５ｒＩ生地東京都
鹿児島市西伊敷四丁目２６番１号〒890-0002
屯話：０９９－２２０－８３２９
ＦＡＸ：０９９－２２０－８３２９

Ｅ－ｍａｉｌ：mbeck＠pulum､ocnne・ｊｐ
鹿児島IIfI隙大学ﾉk派学習センター
鹿児島市下描元町8850〒８９１－０１９１
巡話：０９９－２６３－０８０１
ＦＡＸ：０９９－２６１－３２９９

Ｅ－ｍａｉｌ：miki＠tan,iuk､ac,jｐ

勤務先
勤務先住所

１９３７年‘ｌｊｊｌ５１１ﾉl；

１９．１．１年１０ノｌ８１Ｉ生

国家族柵成
本人三木州
奨 節 ｆ

厩
９

ITl稲川入学第一文'１判j史学科卒業

早稲ITI大学大学院文学研究科

１１本史学専攻修「（文学修上）

鹿児島随期大学助手

鹿児脇短期大学教授

鹿児貼短期大学長

鹿児島111際入学短期大学部教授，同部僅
鹿児貼IIil際大‘紫生派学科センター腿

1967年

１９７６年～２００

１９８２年～２００

２００１年～現在

1年

1年

■表彰

２０００年

２００１年
２００２年

文部大臓「賊期大学教育功労番」表彰受賀

鹿児島ﾘI↓教育瞳「鹿児島県文化財功労者」表彰受賞
文部科学大臣「地域文化功労群」表彰受徴
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