
 

1 

第 1159 回例会報告                             9 月   6 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1160回）  9月   20日（水） 次週予告  9月  28日（木） 

◎ソング 「奉仕の理想」 

            田村 久子 会員  

◎プログラム  クラブフォーラム 

                   ホテル若水にて 

◎ソング 

              

◎プログラム 

宝塚 3クラブ合同例会 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

9 月に入り日中にはまだ暑さも残るものの、朝

夕は涼風が心地良い季節になりました。 

二十四節気の白露を迎えました。 

9 月 9 日の「重陽の節句」には、栗ご飯などで

お祝いをいたします。 

さて、先週お読みしました「ガバナー月信」国

際ロータリー第 2680地区 瀧川  好庸ガバナー 

が執筆されました、ロータリー、その初期にロー

タリーの心を学ぶ「変われるものだけが生き延び

られる」ロータリー誕生の舞台裏①ロータリー誕

生の舞台裏②を掲載致します。 

ロータリー、誕生の舞台裏① 

国際ロータリーは創立時、たったの 4人でした。

それが 110余年の星霜を経て、会員 120万人を超

える世界的な組織になっています。 

まずはなぜ、ロータリーが誕生したのか、その

背景や理由を訪ねてみたいと思います。 

ついで、この大発展へとつながったのはなぜか

を探っていきたいと思います。 

1905 年 2 月 23 日、シカゴの弁護士ポール・ハ

リスは、洋服商のハイラム・ショーレ、石炭商シ

ルベスター・シール、鉱山技師ガスターバス・ロ

ーアの 3 人とローアの事務所に集い、語り合いま

した。これが国際ロータリーの原点である第一回

の例会です。 

この会合で、彼らはどんな話をしたでしょうか。 

ともあれ、この 4 人のグループを、彼らはロー

タリーと称しました。 

ロータリーと名付けたのは、互いの事務所を例

会上として回り持ちしたからとも、仲間内で互い

に仕事を回し合ったからとも伝えられていますが、

いずれにせよ自分たちのグループをロータリーク

ラブと名付けました。 

ところで、会社にしろ、学校にしろ、何らかの

団体や組織が誕生するには、それなりの理由や必

然性があるはずです。 

原初のロータリークラブの誕生にも、やはりそ

れなりの必然性や理由があるはずです。なぜこん

なクラブができたのか、このあたりのバックグラ
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ンドから見ていきたいと思います。 

1905年といえば 112年前になります。この当時

のシカゴの様子がいくばくかでもわかれば、なぜ

ハリスがグループを、クラブを創ろうとしたのか

が、少しはわかってくるのではないでしょうか。 

さて、時代は少しさかのぼり、1833年ころのシ

カゴになります。当時のシカゴは人口たったの200

人程度の寒村に過ぎなかったようです。 

それが 30年も経たない 1860年になりますと、

人口 6 万の大都市に急成長し、セントルイスやシ

ンシナティを上回る西部最大の都市になっていま

す。この急激過ぎるシカゴの発展は、様々な歪み

を生んでいただろうと察せられますが、これがロ

ータリーの誕生とかかわりがあると思えてなりま

せん。 

まずは、このあたりのシカゴの大発展の様子を

菅見してみたいと思います。 

ロータリー、誕生の舞台裏② 

1833年には人口たったの 200人に過ぎなかった

寒村が、30年を経ずして人口 6万の一大都市に大

変身します。シカゴはなぜこれほど急激な、大発

展を遂げたのでしょうか。 

現代でもそうですが、発展のカギを握るのはイ

ンフラでしょう。交通網の整備です。 

まず、ミシガン湖とミシシッピー川を結ぶ運河

が完成しています。 

この運河の完成を見て、目端の利く土地投機家

たちが発展間違いなしと、シカゴに雪崩れ込んで

きます。 

さらに、鉄道は 1838年に敷設され、イリノイ・

ミシガン運河も開鑿され、イリノイセントラル鉄

道も開通。シカゴは一挙に、アメリカ内陸交通の

要衝になります。 

運河や鉄道、道路の開通は言うまでもなく、ヒ

ト、モノの移動を飛躍的に改善します。一大公共

事業の展開は当然のこと事業家を呼び込み、労働

者を招き寄せます。カネも大きく動くことになり

ます。シカゴで一旗揚げようぜ！です。 

交通網の発展は、シカゴにモノを集積させます。

シカゴは穀物の一大集散地になり、1848年には穀

物商品取引所が開設されます。さらに 1855年には、

収容頭数が当時最大のストックヤードが設置され、

畜産業の面でも大中心地になります。 

余談ですが、私などの世代は、「ローハイド」な

どでおなじみの、「カウボーイ」映画を思い出しま

す。 

また、優良な鉄鋼床も点在し、鉄鉱業も著しく

発展します。 

19世紀中葉以降のシカゴは、大活性化で沸き立

つ大都会だったのです。 

ヒト・モノが集まれば、当然カネも集まります。

このカネ・モノ・シゴトを求めてヒトが群がり、

一攫千金、アメリカンドリームを求め、東部から

西部への移動が激しくなり、大陸からもここ新大

陸を目指して、意味が陸続きと押し寄せてきます。 

19世紀フランスを代表する政治家であり歴史家

のアレクシ・ド・トクヴィルは、1831年に「アメ

リカの民主主義」を著していますが、その中で彼

は、「カネへの愛情は、アメリカ人の行動の根底に

あり第一の、さもなければ第二の動機である」と

書いています。 （次号に続く） 

 

 

卓 話 

           中村 敏治 会員 

 

オーストラリアの略史 

5～6万年前、原住民（アポリジナル）の先祖がオ

ーストラリアへ 

1642年 タスマンがタスマニア発見 

1770年 キャプテン・クックがポタニー湾へ（シ

ドニー郊外） 

1780年 最初の流刑者がシドニーへ 

1790年 最初の移民船 

1829年 英国がオーストラリア全土の領有権主張 

1851年 ニューサウスウエールスで金発見・ゴー

ルドラッシュ

プログラム 



 

3 

1855年 金鉱山労働者に大量の中国人労働者 

1873年 エアーズロック（Ayers Rock）発見 

    （ウルル・カタジュタ国立公園） 

1874年 最初の日本人真珠貝採り潜水夫 

1894年 サトウキビプランテーションへ多数の日

本人労働者 

1896年 クイーンズランドに日本領事館開設 

1900年 英国議会がオーストラリア連邦承認 

1901年 移民制限法制定（白豪主義） 

1913年 首都キャンベラ創立 

1914年 第一次世界大戦・日豪同盟国で参戦 

1926年 飛行機による医療サービス開始 Flying 

Doctor(RFDS) 

1941年 真珠湾攻撃オーストラリア対日宣戦布告 

1942 年 日本軍ダーウイン空襲 その後 64 回の

空襲 

1945 年 日本敗戦 戦中オーストラリア人捕虜

22000人中 8000人死亡 

1956年 メルボルン・オリンピック 

1967年 アポリジニに選挙権 

1972年 白豪主義政策廃止 

1985年 ウルル（エアーズロック）の見学を保証

の条件付きで国立公園の土地所有権を先住民共同

体に公式に譲渡 

2000年 シドニーオリンピック 

 

前年度会計監査報告 

            坂上 前年度会計監査 

 

① 慶弔費の取り扱いはルールに従い厳密にする。 

② 大きな出費については必ず理事会の承認を取

るように。 

③ クラブ事務所経費の支払いなどは半期ごとに

するなどして会計の仕事を簡素化すべき。 

④ 会計の引継ぎ時に会計監査をすれば、分かり

やすく手間も省ける。 

 

 

○草野 旦 君 

特に書くこともなし・・・。ニコニコ。 

 

○田村 久子 君 

小山さんも元気に出席され、野木さんも元気に出

席され、良かったわー。例会に出席出来て、ハッ

ピー、ハッピー、ニコニコ。 

 

本日のニコニコ    5,000円 

本日までの合計  259,000円  

 

 

□ソング 

「Be a Rotarian」  

桑田 昭世 会員 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 3 30 23 1 80.00 

前々回 

8/30 
32 2 30 22 4 86.67 

 

□幹事報告 

① ガバナーから 2018 年Ｒ1 トロント国際大会地

区旅行についての事前調査ご協力のお願いがきて

います。 

② 地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内 

実施クラブ：明石西ロータリークラブ 

日時：2017年 10月 21日（土）9：30～12：00 

場所：明石市生涯学習センター 

プロジェクト名：市内高校生を対象としたユニバ

ーサルマナー検定の実施 

③ ロータリー財団セミナーのご案内 

日時：2017年 10月 22日（日）13：30～16：45 

場所：神戸国際会議場 3階 

出席者：ロータリー財団委員長を含む 3名 

④ 九州北部集中豪雨被害支援へのご協力のお礼

が、ガバナーから届いています。 

****************************************** 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 


