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第 1175 回例会報告                               1 月 17 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1176 回）        1 月  24 日（水） 次週予告             1 月   31 日（水） 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

            木本 玲子 会員  

◎プログラム 

国際奉仕委員会プログラム  

◎ソング 「Be a Rotarian」 

             桑田 昭世 会員  

◎プログラム  卓 話 

           阪上 栄樹 会員 

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さま こんばんは。 

 

本日はガバナー補佐、木戸様。ガバナー補佐幹

事 田宮様。ようこそお越し頂きありがとうござ

います。ご指導宜しくお願い致します。 

本日の会長の時間は、瀧川好庸ガバナーが連載

なさっていらっしゃいます、ロータリー、その発

展の理由（１）（２）です。 

人は、何かメリットがなければクラブの会員に

はならにものです。 

ロータリークラブには、人々がメンバーになり

たくなるような長所があったのでしょうか。 

ありました。ロータリークラブの例会には、儲

け話がゴロゴロしていました。会員になればどれ

ほど商売上有利か、計り知れないものがあったの

です。 

インターネットは、当然ありません。電話の発

達も十分ではないし、ファックスもそうです。情

報を得るとすれば、新聞・雑誌程度に過ぎなかっ

た時代です。 

しかしロータリークラブの例会には様々な仕事

をしている実業人が集まります。当然仕事の話が

出、様々な情報が飛び交います。 

例会は生の、生きた情報の宝庫だったのです。

「金ピカ時代の」、カネを追い、カネ儲けに目のな

い実業家なら、会員になりたがるのは当たり前で

す。 

そして、ロータリーは一業種一会員という制度

を導入しました。これがまた、評判を呼びます。

ロータリークラブの会員だと、その業種の代表と

いうことになり、信用力は増し、ブランド力がア

ップします。 

ロータリークラブの会員だというだけで事業家

としてハクがつき、信用度は増し、一流とみなさ

れます。 

するとクラブ側は、入会を誰にでも許すという

わけにはいかなくなります。クラブの眼鏡にかな

った者だけを入会させ、入会基準は、いきおい厳

格になります。 

するとグレードはさらにアップすることになり、
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つれて信用度も増します。ますますメンバーにな

りたがります。 

まさに好循環です。新クラブは増え、会員も当

然増え、ロータリーはどんどん隆盛になっていき

ます。 

すると世の常で、入会を拒否された者や世間か

ら、批判的にみられる状況が生まれてきます。あ

の団体は自分たちだけが良ければいいという、エ

ゴの集団だということになります。 

それとともに、内部からも、自分達だけが良け

ればいいのか、仲間内だけで幸せになっていいの

か、そしてこのままでは会の発展性も限界がある

のではないか、こういう思いも目覚めてきます。 

内向きの閉鎖性から外に向かおうとする積極性、

この方向転換がロータリーをさらに発展させる力

になったと思えてなりません。 

初期のころのロータリーに備わったこのダイナ

ミズム、この自浄力、これがロータリーを今日に

まで続く発展性をもたらした原動力で、この力が

その後も伝統としてロータリーに受け継がれて行

ったのではないかと思われます。 

（２） 

このように、外から内から、会員だけが恩恵を

受けるクラブでいいのか、という声がだんだん大

きくなってきます。 

会員の親睦と相互扶助、これだけを求めるクラ

ブであっていいのか、これでは閉鎖的になり、発

展性が阻害されるのではないか。 

クラブの発展と未来を考えるならば、今の在り

方を考えなければならない、という意見も当然出

てきます。 

この考えの多様化が、クラブ分裂の危機を孕む

ことにもなります。親睦・互恵派と、自分たちの

ことばかり考えるべきではない、外部にも目を向

けるべきだとする、両派の争いです。 

ことのきっかけは、1906年後期のシカゴロータ

リークラブへのドナルド・カーターの入会でした。 

カーターはクラブ内だけでなく、クラブ外でも活

動すべきではないかと主張します。 

このカーターの意見にポール・ハリスが賛意を

寄せます。ハリスは積極的に動き、シカゴクラブ

の定款に社会奉仕活動の条項を加え、1907年に会

長に就任します。 

しかし、この社会奉仕活動という考えは、親睦

と相互扶助を主として始まったクラブにすんなり

とは受け入れられません。 

ほとんどのメンバーが親睦と相互扶助に賛同し、

カネ儲けを当て込んで入会してきたのです。そこ

に、社会奉仕というカネ儲けどころか財の放出に

つながる概念が飛び込んできたのですから、シカ

ゴクラブはハチの巣をつついたような騒ぎになり

ます。 

しかしハリスは、会員増強、拡大、社会奉仕実

践の立場を譲りません。シカゴロータリークラブ

は設立早々、新たな道を模索し始めます。それは、

分裂の可能性もあるが、しかし大発展の可能性も

秘めた方向でした。 

1908年、この揺れに揺れるシカゴクラブに、ハ

リー・ラグルスの推薦を受けて、アーサー・フレ

デリック・シェルドンとチェスリー・R・ペリーが

入会してきます。 

ラグルスは親睦・互恵派でした。彼はこの二人

の自分の陣営の有力な見方にしようと入会させた

のですが、思惑は外れ、二人はハリスの側につい

てしまいます。 

シェルドンは後にロータリーに職業奉仕の倫理

を持ち込み、ペリーは組織の整備に大きな力を発

揮します。 

この二人の死からがなければ今日のロータリー

はなかったかもしれません。それはどこの二人の

加入は、ロータリーの歴史にとって極めて重要、

画期的なことであったと思います。 

お願い致します。 

 

 

職業奉仕セミナー報告 

職業奉仕委員長 馬場和代 

 

昨年末 12月 2日 神戸ポートピアホテルに於い

て職業奉仕セミナー「超我の奉仕の探求～ロータ

リーの内から外から～」と題して 

① P.ハリス「ロータリーの理想と友愛」   

職業奉仕委員 宮本圭介(淡路三原) 

② M.ウェーバー「プロテスタンティズムの倫理

と資本主義の精神」   

  職業奉仕委員 黒田健一(西宮イブニング) 

プログラム 
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③ 新渡戸稲造「武士道」  

  職業奉仕委員 小野哲嗣（芦屋） 

④ プラトン「国家」～正義について～   

 職業奉仕副委員長 田中賢一（伊丹） 

⑤ アーサー.F.シェルドン「奉仕の哲学」 

  職業奉仕委員 池信秀明（伊丹） 

以上 5人の思想についての発表がありました。 

まとめ  職業奉仕委員長  福間則博（宝塚RC） 

講 評  研修リーダー   中村尚義（洲本RC） 

閉会挨拶 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 矢野宗司（加古川中央 RC） 

閉会の辞 職業奉仕副委員長 田中賢一（伊丹 RC） 

 

 

○木戸 一統 様（阪神第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

本日はＩＭのお願いで伺いました。ヨロシクお願

い致します。 

 

○古川 彰治 君 

木戸ガバナー補佐ようこそ。田宮補佐幹事、今年

も宜しく。先日のスポーツ百貨店、皆様方のご協

力感謝。 

 

○石原 正裕 君 

木戸ガバナー補佐、田宮幹事補佐 様、本日は御

指導よろしくお願いいたします。 

先日のスポーツ百貨店、お疲れ様でした。 

 

○阪上 栄樹 君 

木戸ガバナー補佐様、随行の田宮様ようこそ！！ 

本日はよろしくお願いします。 

 

本日のニコニコ    28,000円 

本日までの合計  524,000円 

 

 

□ソング 

「それでこそロータリー」  

馬場 和代 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 29 23  79.31 

前々回 

12/20 
32 1 31 24 3 87.10 

 

□お客様 

木戸 一統 様（阪神第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

田宮 武和 様（ 〃    〃     幹事） 

 

□幹事報告 

① 伊丹ロータリークラブから「講演・演奏のつ

どい」のご案内 

タイトル「子供の心の発達を理解するための講

演・演奏のつどい」 

日時 2018年 1月 25日（木）  

14：00受付、14：30開演 

講演 横田 伸吾 先生（阪南病院 副院長） 

演奏 ソプラノ・デュオ Dolch  

場所 伊丹商工会議所 6階 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ 

申込 メール：itami.egao@gmail.com 

   ＦＡＸ：072-775-1223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 今日は何の日 
1月 24日 

郵便制度施行記念日 

1871(明治 4)年のこの日、「郵便規則」が制定さ

れた。同年 3月 1日から、東京・京都・大阪間

で郵便業務が開始された。 

1月 26日 

有料駐車場の日，パーキングメーターの日 

1959年のこの日、東京都が日比谷と丸の内に日

本の公共駐車場初のパーキングメーターを設

置した。料金は 15分単位で 10円だった。 

1月 27日 

国旗制定記念日 

1870(明治 3)年のこの日、太政官布告第 57号の

「商船規則」で、国旗のデザインや規格が定め

られた。 

1月 30日 

3分間電話の日 

1970(昭和 45)年のこの日、公衆電話からの市内

通話の料金が 3分で 10円になった。 


