ロータリーの誕生
120万人を擁する組織は、たった4人で始まった
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＜四つのテスト＞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
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2254回）
日も風も星も
「午後のひととき！！
アルパの調べを・・・・」
アルパ奏者 丸田恵都子 様
川原 和彦 会員紹介

ロータリーのはじめの4人
左から、ガスターバス E. ローア、シルベスター・シール、ハイラム E.. ショーレー、 ポール P. ハリ
ス
ユニティ・ビル711号室であげた産声
それは、1905（明治38）年2月23日である。このころは、自動車がようやく実用化の段階に入ったばか
りで、まだ馬車の方が幅を利かせており、飛行機もそれより約1年ばかり前、ライト兄弟によって発明さ
れていたが、ほんの2～3分間空に浮かぶことができるという程度であった（日本でいえば、日露戦争の
終わった年にあたる）。
この年の2月23日の晩、米国イリノイ州のシカゴで4人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの711
号室に集まった。4人というのは、弁護士のポール Ｐ.ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山技
師のガスターバス Ｅ.ローア、洋服商のハイラム・ショーレーである。“ガス”ローアの事務所である
この部屋は狭く、机が1つとあまり掛け心地のよくないいすが4つ置かれているほか隅に洋服掛けがあ
り、壁には写真が1～2枚と工事関係の図表が掛かっている。当時のありふれた事務所であったようだ。4
人は、ポール・ハリスが過去5年の間あたためてきたアイデアについて語り合った。
簡単にいうと、お互いの事業あるいは職業上の結び付きを通じて、友好的交友関係を築くことができ
るはずであり、またそうするべきであるというのである。仕事の上での関係が、友情の妨げとなること
はないと、ポールは考えたのである。
では、ポールが集めたこの4人はどんな人であったろうか。ポールは、その著『THIS ROTARIAN AGE
（ロータリーの理想と友愛）』の中で、この点につき次のようなことを書いている。
「湖畔(こはん)の一都市を舞台として、一場のドラマが始まった。このドラマがどんな意義をもつも
のであるか、何人も予測し得たものはいない。登場人物は、世の平凡な道を行く実業家および職業人で
あって、必ずしも一頭地を抜くほどの特質を備えた人ではなかった。しかし、一般的な意味で、“立派
な人”と表現しても差し支えない人々であり、4人とも気が合っていて仲が良く、めいめい業種の異なる
立派な事業あるいは職業を持っていた。彼らは、信仰、人種、政治的意見の相違に関係なく集まった
人々なのである」
その晩、711号室で語り合った4人は、話が進むにつれ、職業を通じて結ばれた関係は、個人的な友情
に発展させることができるし、またそうすべきであることを、お互いに一段と深く認識し合ったのであ
る。そして、さらに話し合いを続けた結果、このような交友関係をはぐくむためには、何らかのクラブ
をつくることが一番良いという結論に達したのであった。
ロータリークラブという名称は、このとき、その場で決められたわけではなかったが、実質的には、
1905年2月23日の晩に開かれたこの会合が、世界最初のロータリークラブの第1回の会合となったのであ
る。

☆☆
46ヵ年
25ヵ年
14ヵ年
１ヵ年

７月度の在籍表彰
川本
安田
山田
寺杣

浩
義治
雅浩
晃一

☆☆

31ヵ年 橋本 守之
14ヵ年 高良 尚志
6ヵ年 山田 雅則

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
木村 忠夫

小寺 一矢

寺内 清視
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は大阪天満橋ロータリークラブ通算２２
５３回目、２０１４～１５年度第一回の例会で
あります。
記念すべき例会に大阪大手前ロータリークラ
ブより金髙会長、大本幹事、大阪天満橋ローター
アクトクラブの小川会長に出席頂いておりま
す。ようこそお越し頂きました。どうぞごゆっく
りお過ごし頂きたいと存じます。大手前の金髙
会長とは弁護士会の同じ会派に属しています。
福原会員も一緒です。
本年度IM６組でもう一人同
じ会派の弁護士が会長になっております。大阪
鶴見ロータリーの水間さんといいます。
さて、先週から今週にかけて、大きな出来事が
二つありました。一つは戦後６０数年、どの政権
もなし得なかったわが国の安保政策を転換、是
正したこと。一つは北朝鮮による拉致被害者の
救出について、ようやく一歩、一歩だけ動き出し

ＮＯ．２２５４
次週（７月１７日）のお知らせ

１）例

会

２）ソング

（2255回）
友と呼べるのは

３）クラブ協議会

たニュースです。このニュースは表・裏の関係に
あります。自分達だけ平和・安全であれば、他の
国民が拉致されても手も足も出しません、返し
て下さるならお金も出します、というのが今迄
の姿勢でした。これからも注目していかねばな
りません。
この一年、会長エレクトとしてロータリーの
諸活動を見させて頂きました。全体として役員
各委員長、会員の奉仕と献身の姿に感銘しまし
た。時に不協和音があっても友情と信頼で乗り
越えられてきました。中島康之幹事の黙々とし
た縁の下のお支えには、特に名を挙げて感謝い
たします。
本年度、橋本守之副会長・中島清治幹事ともど
もよろしくお支えの程お願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①会員身分証明書・ロスター2冊を会員ポストに
お届けしております。個人情報保護の意味か
らロスターにナンバーリングをさせていただ
いておりますのでよろしくお願いいたしま
す。なお、年次計画書は7月17日のクラブ協議
会当日に全会員に配布させていただきます。
②本日「2014～2015年度 上半期会費のお願い」を
会員ポストにお届けしています。お振り込み
宜しくお願いいたします。
③「名刺作成のアンケート」をご提出頂いてい
ない会員各位に再度お配りしております。ご
希望の方はアンケートのご提出をお願いいた
します。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

３名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

64名
51名(59名)
23名
8名

④2014-15年度ガバナー月信１号は全会員に配布
させて頂いております。
⑤地区より「青少年プログラム 2015-2016年度
派遣学生募集要項」が届きました。詳細につき
ましては掲示板をご覧ください。
⑥地区から「若手ロータリアン研修セミナー・懇
親会開催のお知らせ」が届きましたので該当
されます55歳以下（55歳を含む）の会員各位に
お配りしております。
⑦「ロータリーの友」電子版2014年7～12月号の
閲覧方法を掲示板に掲示しております。
⑧次々週例会場にて「クラブ協議会」を開催いた
します。本日ご案内をさせて頂いております
ので関係各位 出欠のご返事を事務局までご
提出お願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

一年間お世話になります。

7月3日の出席率
86.44％
４週間前（6月12日）の
メークアップを含む出席率 85.00％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)

日も風も星も
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オニオンスープ、チーズトースト
ポークコルトンブルー、マカロニ添え
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ

われらはロータリアン

見

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

みちたりた夜だ

190,000円

明 日 も 奉 仕 を

累計金

今 日 は 奉 仕 を

190,000円

アメリカ合衆国ミネソタ州に昨年８月末より
青少年交換生として派遣されていた郷渡一司が
７月４日午後７時過ぎ伊丹空港に元気に帰国し
ました。現地からの報告では彼はよく頑張り
ロータリアンの評判もよく英語も堪能になった
とのことです。例会で帰国報告を楽しみにして
います。

夢

合計金

＊＊青少年交換生の帰国と離日＊＊

あ

平成26年7月3日

また、７月７日には郷渡君と交換でミネソタ
から来日していたＫＯＵ・ＶＡＮＧ（クウ・バ
ン）君がホストファミリーや当クラブ会員に見
送られて関西空港から帰国の途につきました。
来日の際に利用したシアトルー関空便が廃止と
なったため、ホノルル・アトランタを経由して
ミネソタに帰るため２３時間もの長旅です。出
発前にたこ焼き、うどん、カツ丼と日本食を腹
一杯食べ名残惜しそうに日本を離れました。９
月にはミネソタ大学に進学するとのことです。
青少年交換委員会

小寺会長、橋本副会長、中島幹事を始めとする
理事・役員の就任挨拶が行われました。

さ

小寺会長はじめ役員の皆様 健康に留意して一
年間よろしく
小澤 満
小寺丸の出航を祝して
郡 悦清
小寺会長、橋本副会長、中島幹事の御活躍をお
祈り致します。
中村 健輔
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、南川SAA、新
しい門出を心よりお祝い申し上げます。
中川 政照
小寺丸の安全航海をお祈りします。 福原 哲晃
小寺丸の船出を祝して。
大矢 平治
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、個性的な１
年を期待しています。
髙田 肇
小寺丸の出航を祝して！
石田 道夫
小寺会長はじめ理事役員の皆様一年間お世話に
なります。
川原 和彦
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、理事役員の
皆様 １年間よろしくお願い致します。
永田 秀次
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、理事役員の
皆様 一年間よろしくお願い致します。
中野 格
小寺会長、中島幹事、役員の方々 一年間お世
話になります。
国際奉仕委員会一同
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、これからの
一年間 体には十分注意して頑張ってくださ
い。
中村 修
小寺会長１年間お世話になります。
寺杣 晃一
本年一年間ご協力の程よろしくお願いします。
ＳＡＡ一同

－会長・副会長・幹事・理事・役員就任挨拶－

日も風も星も ラララ光るよ

金髙好伸 大本達也
本年一年よろしくお支えの程をお願い申し上げ
ます。
小寺 一矢
小寺会長、中島幹事を中心に理事役員の皆様、
１年間頑張りましょう。会員の皆様、ご協力よ
ろしくお願い致します。
橋本 守之
１年間よろしくお願いいたします。 中島 清治
小寺会長の当年度の御活躍と御健康を祈念し
て。
在本 茂
小寺会長、橋本副会長、中島幹事、一年間のス
タートを祝して。
山本 喬一
誕生日自祝。あと3年、90才まで頑張ります。
川本 浩
結婚記念日にお花をありがとうございました。
西浦 司
誕生日自祝
高橋 竜啓
誕生日自祝。新年度もよろしくお願いします。
仲西 良浩
小寺会長、お体に気をつけて１年間頑張って下
さい。
川本 浩
小寺新会長の門出を祝して
坂本 一民
小寺一矢新会長へ (こ)これから(て)手順よ
く、(ら)辣腕(か)会長(ず)ずっしりと(や)やっ
て下さい。 シ・ミ・コ・ミのジュウリより
重里 國麿
小寺会長、橋本副会長、中島清治幹事、仲良く
１年間やって下さい
南川 和茂

）内は会員総数を基準とした値

