
今日は、「ロータリーとライオンズの違い」について

お話します。最初にロータリーとライオンズにまつわ

るいくつかのエピソードをご紹介しましょう。

ライオンズの創始者メルビン・ジョーンズはＲＣの

会員だった？こういう噂が昔からあるのですが、これ

は嘘です。メルビン・ジョーンズがＲＣの会員であっ

たという記録は残っていません。ジョーンズが入って

いたのは、シカゴ・ビジネス・サークルという、当時よ

くあった、会員間の相互扶助を図る組織でした。ジョー

ンズはこのサークルのあり方にあきたらず、「仕事の

問題を超えて、地域や世界をよりよくするために貢

献していくべきだ」と社会奉仕をやるために、ライオン

ズを設立したそうです。ロータリーが会員間の相互

扶助や親睦を旨とする社交クラブから、地域社会へ

の貢献を目指す奉仕クラブへ発展していった経緯と

似ています。

メルビン・ジョーンズはポール・ハリスと同じ墓地に

葬られている。これは、本当です。シカゴ近郊のマウ

ント・ホープ墓地に二人は葬られています。墓地の

「正面ゲートの右には“ポール・ハリス記念の地”と記

されたロータリー・マークがあり、奇しくも正反対の左

門扉にはライオンズクラブのマークと創始者メルビン・

ジョーンズのプレートが掛かっています。」

ポール・ハリスの弟レジナルド・ハリスの話ポール

は、5人兄弟で、ポールは次男、レジナルドは末っ子

でした。「一番下の弟レジナルドは数奇な人生を歩

みます。国際ライオンズの文献によれば、1905年2

月23日、ロータリーの最初の会合が開かれた際、

その場所にレジナルドが同席しており、ロータリー最

初の会合は4人ではなく5人であったと記載されてい

ます。その後レジナルドはララミー・ロータリークラブ

の副会長を経て、国際ロータリーの事務局に務めま

すが、1930年に国際ライオンズに移り、カリフォルニ

アやネバダのロータリー組織に壊滅的打撃を与えま

す。」

さて、今日の本題の、ロータリーとライオンズのち

がいについて。『ウィキペディア』（ネット上のフリー百

科事典）によれば、「ライオンズクラブ」とは、「世界

最大の社会奉仕団体「ライオンズクラブ国際協会」

に所属する単位クラブ。」とあります。ちなみに、「ロー

タリークラブ」の項目には「世界初の奉仕クラブ団体」

とあります。（ライオンズはロータリー創立の12 年後

の1917 年に創立。現在ライオンズは45,000 クラ

ブ、135 万人会員。一方ロータリーは、34,000 弱

のクラブ、121 万人の会員。）『ウィキペディア』の記

述には続きがあります。「…社会奉仕活動をロータリー
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クラブ（国際ロータリー）のように職域や個人で行うだ

けでなく、チームワークを発揮して行うことによって有

意義な効果をあげるようにと、ロータリークラブから分

裂する形で組織された団体である。」

この中に間違いが２か所あります。１か所は「ロー

タリークラブから分裂する形」とありますが、これは、

先ほどそうではないと申し上げました。もう１か所は、

「社会奉仕活動をロータリークラブ（国際ロータリー）

のように職域や個人で行うだけでなく」という部分。こ

のほうが重要な誤解です。

私たちロータリアンの中でも、ロータリーは“ I serv

e”「個人奉仕」だ、とおっしゃる方が多いのです。こ

れは、ライオンズのモットー“We serve”と比較したと

き、ライオンズとは違うロータリーの「奉仕」の特徴を

示す言葉としてロータリアンの間で多用されてきまし

た。確かに“We serve”は、ライオンズの名前の由来

とされるスローガンLiberty, Intelligence, Our Nations

Safetyと一緒に掲げられているライオンズの唯一

（？）の公式モットーです。ところが、“I serve”という

言葉は、ロータリーの公式文献のどこを探しても出て

きません。

ライオンズからは、ロータリーは「社会奉仕活動を

職域や個人で行うだけ」と見られているようですが、

もちろんロータリーは団体での奉仕活動を否定して

いません。でなければ、米山記念奨学会も、ポリオ・

プラスも、そして、国際奨学生制度も行われなかっ

たでしょう。“I serve”という言葉がロータリーの「奉仕」

の本質を表しているとはいえません。

ライオンズには「職業奉仕」の概念がない？とおっ

しゃる方もいます。確かにライオンズには「職業奉仕」

という言葉はありませんが、職業倫理を謳った立派

な「道徳綱領」があります。その「道徳綱領」がロータ

リーの文献の中に混じっていても気がつかないぐらい、

読んでも区別がつきません。

それでは、ロータリーとライオンズの一番の違いは

何でしょうか。ライオンズクラブ国際協会のウェブサ

イトを見ると、「ライオンズの奉仕」という項目がありま

す。この英語ページでは、“Our Work”となっていま

した。

そして、その項目ページのタイトルが、“More Volu

nteers in More Places than Any Other Service Clu

b Organization” 「他のどんな奉仕クラブ組織よりも

多くの場所でより多くのボランティア活動を」と謳わ

れているのです。ライオンズのモットー “We serve”

の「サーブ」は動詞形です。そして、ライオンズクラブ

での奉仕活動は“Activity”「活動」と呼ばれていま

す。ライオンズの「奉仕」は、活動をすることに主眼

があるようです。

これに対して、ロータリーは、初期ロータリーの頃

からサービスのあり方、質を追求してきました。__「職

業奉仕委員会」ができる前（1927年以前）、この委

員会は「ビジネス・メソッド・コミッティ」と呼ばれていま

した。つまり、正しいビジネスの方法を探究する委員

会です。「サービス」はその委員会の中核概念でし

た。正しいビジネスの中身がロータリーのいう「サー

ビス」でした。

そして、現代ロータリーでは、サービス理念は「社

会に役立つ価値を提供すること」、「世のため人のた

めに尽くすこと」という最も広い意味で使われるよう

になっています。私たちロータリアンは、そうしたロー

タリーのサービス理念の研鑽を例会や委員会活動

や奉仕活動の中で行うわけです。

社会奉仕活動をすることに主眼をおくライオンズ

に対して、一人ひとりの動機を大切にし、それぞれの

職業を通じてサービス・レベルと自己の人間性の向

上を図るロータリー、という違いになるでしょうか。

これで違いは明快になったかどうかわかりません

が、ライオンズの派手な広報を馬鹿にしたり、ロータ

リーの理念のほうが優れているとか自慢したりするの

ではなく、「世界最大の社会奉仕団体」であるライオ

ンズの活動には敬意を表しつつ、ロータリーは

ロータリーで「奉仕の理想」の探求をこれからも自

信を持って続けてゆくことが大事だと思います。

①９/17、9/18の地区大会に皆様時間調整をし、

是非ご出席下さい。

②来週8/17例会は定款第8条第1節（ｃ）により取り

止め例会です。

③次次週８/24例会は石田会員、小野会員の「イ

ニシエーションスピーチ」となっております。また、

前日に台湾より青少年交換留学生のタイガー君

が来日する予定ですので、挨拶に来てもらう予定

ですので、皆様暖かくお迎えください。

④本日例会終了後定例理事会を開催いたします。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 川名 惠美子 委員

配偶者誕生日 池澤 香織 夫人 8月20日
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委 員 会 報 告

幹事報告 北砂 明彦



結婚記念日 小栁 智裕 君 8月22日

創業記念日 中村 友彦 君 8月14日

「会員増強月間にあたり」

RI第2780地区 会員増強・会員維持委員会

委員長 新井 今日子 様

委員 吉岡 善一 様
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新井 今日子 様（鎌倉RC）

大和中クラブ様、40周年記念おめでとうございま

す。チャーターメンバーの先輩に、先程ご挨拶がで

きました。感激です。本日は、地区会員増強会員

維持委員会より、二人で押し掛けました。よろしくお

願い申し上げます。

吉岡 善一 様（大和RC）

本日は、地区会員増強卓話にお招きいただき、

ありがとうございます。

小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事

2780地区会員増強・会員維持委員会、委員長

新井今日子様、2780地区会員増強会員維持委

員吉岡善一様、ようこそおいで下さいました。本日

はよろしくお願い致します。残暑厳しい中、皆様お

変わりございませんでしょうか。いよいよ青少年交換

留学生が参ります。皆様暖かくお迎えください。

小栁 智裕 君

結婚記念日お祝い頂きまして、ありがとうございま

す。

髙橋 政勝 君

誕生日お祝いありがとうございます。いよいよ大

台になってしまいました。これからもよろしくお願いし

ます。

藤田 方己 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。

中村 友彦 君

創業記念を祝って頂きありがとうございます。

石川 健次 君

入会記念日だそうで、お祝いありがとうございます。

平成元年、北砂会長、後藤幹事年度の入会です。

川名 惠美子 様

髙橋政勝様、郡司守様、遅くなりましたが、お誕

生日おめでとうございます。

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \21,000 累計 \１５６，３０９

詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasg


