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▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　フリートーキング

次 週 予 告 3月9日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「我等日本の
ロータリアンの歌」　皆木　義郎　会員
▲ プログラム　「卓話」　
　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員

３月2日（水）

第 850回例会報告 ２月23日（水）

　　　　　　　　　　　阪上　栄樹　会長

　皆さんこんばんは、今日２月23日はロー
タリーの創立記念日で世界理解と平和の日
となっております。そして、今日から３月
１日までの１週間が世界理解と平和週間と

なっております。そこで、今日のプログラ
ムでは、18年目を迎えられましたチャータ
ーメンバーの方にロータリーに対する思い
を語って頂こうと思っております。私はそ
の前に皆さんご存知でしょうが、ロータリ
ーの歴史について簡単にお話しします。
▶ロータリーの歴史
　世界初の奉仕クラブ、米国イリノイ州の
シカゴ・ロータリー・クラブは、1905年２
月23日、ポール・ハリスによって結成され
ました。ガスターバス・ローア、シルベス
ター・シール、ハイラム・ショーレー、ポ
ール・P・ハリスが最初の４人のロータリ
アンです。ハリスは、少年期に過ごした小
さな町で感じたのと同じ友愛の精神を、専
門職業人の集まるクラブで再現したいと望
んだのでした。「ロータリー」という名前は、
会員の仕事場を持ちまわりで会合を開いて
いた初期の慣習に由来しています。 ロータ
リーの評判はあっという間に広がり、その
後10年間に、サンフランシスコとニューヨ
ークをはじめ、カナダのウィニペグにもク
ラブが結成されました。1921年までに６大
陸にロータリー・クラブが結成され、その
１年後、この組織は「国際ロータリー」と
名づけられました。ロータリーが発展する
につれ、その使命も、クラブ会員の職業や
社交の関心の枠を超えて広がっていきまし
た。ロータリアンは、共同で資金を援助し
たり、才能を投じるなどして、恵まれない
地域社会を助けました。こうした理念に対
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3月の行事予定

　会員誕生日
　　１日　馬場　　和代　様
　２０日　阪上　　栄樹　様
　２６日　坂上　　安夫　様
　３１日　蓮尾　　春輝　様

　奥様（ご主人様）誕生日
　１２日　谷口　千鶴美　様
　１８日　皆木　　陽子　様
　２２日　古川　　順子　様

　結婚記念日
　　８日　蓮尾　春輝・統子　様
　１０日　草野　　旦・満里　様
　１７日　田中　稔二・従子　様
　２９日　田中　哲三・寛子　様

MY記念日

MY記念日

MY記念日
MY記念日
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するロータリーの献身をもっとも良く表し
ているのが、「超我の奉仕」という標語です。
1925年までに、ロータリー・クラブの数は
200に達し、会員数は20,000人を上回ってい
ました。 
　1932年、ロータリアンのハーバート・J・
テイラーが「四つのテスト」を作り、その
11年後、ロータリーはこれを倫理規範とし
て採用しました。以下の問いに示されたこ
のテストは100カ国語以上に翻訳されていま
す。 
　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 
　第二次世界大戦中、多くのクラブが解散
を余儀なくされた一方、ほかのクラブは戦
争被害者の救援活動に当たりました。1942
年、戦後期の到来に備えようと、ロータリ
アンが呼びかけた国際的な教育と文化交流
を推進する会議の開催が、ユネスコ創設の
きっかけとなりました。 1945年、国連憲章
採択会議の29の代表団の中に、49人のロー
タリー・クラブ会員がいました。現在もロ
ータリーは、国連の主要会議にオブザーバ
ーを派遣したり、ロータリーの出版物の中
で国連を紹介するなど、国連会議に活発に
参加しています。 
　21世紀が近づく頃、ロータリーは社会の
変わり行くニーズに応え、環境破壊、識字
率の向上、飢餓、危機下の子供たちといっ
た緊要な課題に取り組む奉仕活動を懸命に
行っていました。1989年、ロータリーは、
クラブへの女性の入会を認めることを票決
し、現在、145,000人以上の女性会員が世界
中で活躍しています。ベルリンの崩壊とソ
ビエト連邦の解体後、中欧と東欧では、ロ
ータリー・クラブの再結成や、新たなクラ
ブの結成の動きが見られました。ロシアで
初のロータリー・クラブが1990年に加盟し、
その後数年間にロータリーは急成長を遂げ
ています。 
　ポール・ハリスとその仲間が後の「国際
ロータリー」の前身となるクラブを初めて
創立してから１世紀以上経った今でも、ロ
ータリアンは、自分たちの組織に対する誇
りを引き継いでいます。ロータリアンたち
は、初のクラブを記念して当初の例会場所

だったシカゴのユニティービルの711号室を
1905年当時のまま保存しました。その後し
ばらく、ポール・ハリスの711号室は、訪れ
るロータリアンたちの畏敬の場となりまし
た。1989年、このビルが破壊されることが
決まると、クラブのロータリアンは711号室
を丁寧に解体し、ドアやラジエーターにい
たるまですべての内装を取り外しました。
1993年、国際ロータリー理事会は、シカゴ
郊外にあるエバンストンの国際ロータリー
世界本部の16階に、この711号室を復元し、
永久に保存することを決定しました。 そし
て、現在、120万人のロータリアンが、200
以上の国と地域にある32,000以上のロータ
リー・クラブに所属しています。 

◆ロータリー創立記念日・世界理解と平和
の日
　　　　　　　　　　　坂上　安夫　会員
　本日ロータリークラブ創立記念日（1905
年２月23日）。めでたい祝賀日。突然SAAさ
ん、わがクラブ長老の坂上会員から順次一
言メッセージをお願いします。有り難くな
いご指名をいただきました。
　私が一番尊敬する長老 田中（稔）会員が
居られます。私はまだまだ一兵卒の若輩者
ですから長老はヤ～めておくれ！お願い。
SAA様。

　先日「運転免許
更新」公安委員会
指定の高齢者講習
を半日、受講に行
きました。様々の
テストの結果。記
憶力・判断力に心
配ありませんが、
加齢により身体の
機能が変化するこ

とから自分自身の状態を常に自覚して、そ
れに応じた運転をすることが大切です。油
断する事なく、過度な緊張と慎重さを忘れ
ないこと。以上の認知機能検査通知書を拝
受しました。
　今後私なりの指標は、一年一年をロータ
リアン資格更新日を決め微力ながら活動し
て参りたいと思いますので、ご指導よろし
くお願いします。

プ ロ グ ラ ム
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　　　　　　　　　　　堀　　弘二　会員
　只今大長老の坂上会員や中迫会員に続い
て私の順ということになりまして、私も半
長老くらいになったのかと思います。創立
15周年かと思っ
ておりましたが、
もう20周年の話
で驚いています。
皆さんに支えら
れ今日まで会員
として続いたこ
と、これからも
このクラブが発
展することを祈
って止みません。先程、囲碁クラブの方か
ら棋聖戦の張棋聖の揮毫による扇子を頂き
ました。これもロータリーに居る余得かと
思っています。よろしく。

　　　　　　　　　　　中村　敏治　会員
　先日、姉妹クラブの熊本水前寺公園ロー
タリークラブ創立10周年記念式典に出席し
てきました。大変楽しい旅行でした。
　姉妹クラブを訪問するのは、初めてでし
た。この歳にな
っても、まだ時
間的な制約があ
り、もう一泊し
て、皆様と一緒
の行動をしたか
ったのですが、
残念でした。
　ロータリーで
聞いた話で、心
に残っているものの一つに、中迫会員のお
父さんが初めてアメリカに行かれた時、ロ
ータリーのバッジを見ただけで、フリーパ
スであったとの話です。
　これは、当時のアメリカの全てのロータ
リアンが非常に誠実に行動し、多くの一般
の人々に信頼と尊敬の年を持たれていたか
らだと思います。
　これがロータリーの原点ではないでしょ
うか。

　　　　　　　　　　　竹原　善記　会員
　ロータリー創立記念日について一言。
　1905年２月23日シカゴのガスタヴァス・
ロアの事務所においてロータリークラブは

創立されたということになっています。当
時のシカゴは金融恐慌の第一撃におそわれ
て不況のど真ん中でありました。
　1905年当時の世界は学問の分野ではアイ
ンシュタインの相対性理論の発表がなされ
たぐらいです。日本は明治38年に当たり日
露戦争の２年目であり、文学では漱石の「吾
輩は猫である」が出版されています。
　1905年２月23日の夕方ポール・ハリスは
クライアントの石炭商のシルヴェスター・
シールと「マダム・ガリ」の店で共にスパ
ゲッティーを食べていました。ここでポー
ルとシルヴェスターは、一業一会員制をと
る実業人のクラブをつくることを議論して
意気投合し、連れだってガスタヴァス・ロ
アとハイラム・ショーレイの待つユニティ
ービルのガスタヴァスの事務所に行ったの
であります。
　この日ポールは新しいクラブを創ること、
会員同士が心の友となるために定期的な会
合と同業者の排除を提案し賛同を得ました。
この４人がクラブを創る事に賛同したこの
日がロータリークラブの創立の日となりま
した。
　ポールとシルヴェスターは特に大きな志
があった訳ではありませんでした。その場
の思い付きからクラブが生まれたのであり
ます。このことは1923年度のRI 会長のガ
イ・ガディガーは述べております。
　ポール・ハリスを決して偉大だとは思い
ません。類まれな豊かな人間性を持った人
であることには間違いありません。そのポ
ールが創り上げたロータリークラブという
類まれな社交クラブ、そしてそのあとに続
く会員によって実践されるロータリー運動
というものの在りようが現在まで続いてい
るのであります。
　そして我々が今体験できることの幸せを
今一度今日の日に本来ならばスパゲッティ
ーを食べながら思うことであります。

川添　裕照　君…ロータリー創立記念日を 
　祝して。また、水前寺公園ロータリーク
　ラブからのおみやげ、ありがとうござい
　ます。また、先週、バレンタインのチョ
　コレートいただき、ありがとうございま
　した。

ニ コ ニ コ 箱
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　　　本日の合計　　　　　10,000円
　　　本日までの累計　　 625,000円
　　　　　　　　　（山本　章太郎　記）

◆本日のソング
　「我等の生業」
　　　　　　　　　　　前田　正明　会員

◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　副幹事　坂上　安夫　会員
＊RI第2720地区　1995年度　パストガバナー
　の前岡志郎様より「日本RC認証順位一
　覧」をお送りいただきました。ぜひご愛
　読下さい。

◆スポット
「長期計画委員会」
　　　長期計画委員長　古川　章治　会員
　アンケート結果は地元の事で汗もかき、
お金も使ってという結果を受けまして、西
谷にある県下最大の湿原の環境保存を蓮尾
会員より提唱され、次週森脇会員がその湿
原の事を話されます。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
2月9日

本　日 30

30

4

4

26

26

20

21 4

76.92

96.15
ホームページ

http://www.tknakarc.com

　ニンテンドーから新しいゲーム機
「3DS」が発売されました。前機種の
「DS」は全世界で１億４千万台を売り
上げ、空前のヒット作となりました。
新機種は裸眼（メガネなし）で立体画
像を見ることができる機能が売りです
が、他にも通信機能等、新技術が詰ま
っています。スマートフォンなどとの
競争で勝ち残れるか、時のみが知ると
ころです。

ひとくち
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