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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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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例
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

会

１）例

（2334）

３）卓

話 「歌麿と写楽の話」

（2335）

話 「最近の航空機事故に思う」
髙松 貞彦 会員

大和文華館・あべのハルカス美術館
館長 浅野 秀剛 様

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

会

２）ソング それでこそロータリー

２）ソング ロータリー讃歌
３）卓

次週（４月２１日）のお知らせ

４）第5回被選理事会

西浦 司 会員紹介

☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆
32ヵ年
22ヵ年
22ヵ年
20ヵ年

金田
在本
中川
髙田

五郎
茂
政照
肇

26ヵ年
22ヵ年
21ヵ年
2ヵ年

岸本
福原
大矢
平尾

良一
哲晃
平治
彰彦

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
寺杣 晃一
（以上敬称略）

☆ ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様、こんにちは。ビジターの皆様ようこそお
越しくださいました。
4月に入り早くも7日です。先週から今週にか
けて咲き始めた桜も今日の雨で大半が散ってし
まうようで残念です。4月と言えば新入生、新社
会人の時期ですが、当クラブでも本日は3名の新
会員をお迎えしました。河田惠昭会員 今井浩
会員 深田博司会員の皆様です。ご入会おめで
とうございますと同時にご入会いただき有り難
うございます。一日も早くクラブになれていた
だきロータリー活動を楽しんでいただきたいと
思います。現会員の皆様も暖かくお迎えいただ
きたいと存じます。 大変くどいようですが、引
き続き会員増強に皆様の絶大なるご協力をお願

い申し上げます。
一昨日、ゴルフ同好会のコンペを鳴尾ゴルフ
倶楽部で開催いただきました。
当日は大変良い天気で心地よくゴルフを楽し
むことが出来ました。桜も見頃で景色も楽しみ
がら懇親も罹ることが出来ました。お世話いた
だきました会員の皆様、どうも有り難うござい
ました。
なお、ロータリーでは４月を「母子と健康月
間」と定めています。日本では新生児や乳児の死
亡率がそれぞれ0.06%、0.21%と大変低くなってい
ますが世界ではまだまだ栄養失調や不十分な衛
生管理のため命を失う子供が多くいます。この
分野もロータリーの奉仕の対象であることを心
に留めたいと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」
を本日お配りしております。次年度ロスター
の原稿になりますので必ずご確認をお願いい
たします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記
入のうえ必ずご提出をお願いいたします。
②「2016-17年度 理事・役員・委員長一覧」を本
日お配りしております。
③次年度理事・役員・委員長に「2016-17年度活動
計画書提出」のお願いをさせて頂いておりま

☆☆ 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

２名
３名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
46名(53名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
7名

）内は会員総数を基準とした値

4月7日の出席率
86.79%
4週間前（3月17日）の
メークアップを含む出席率 84.00%
メークアップ実施会員
1名（欠席者9名)

山本会長杯ではお世話になりありがとうござい
ました。寺杣会員には自宅までお送り頂き誠に
有難うございました。

中川 政照

連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆

す。4月28日（木）までに必ずご提出お願いい
たします。
④「春の家族会」出欠のご返事を事務局までお
願い致します。
⑤新入会員歓迎会出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
⑥次々週例会終了後 第5回被選理事会を開催致
します。本日ご案内させて頂いておりますの
で関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

河田様、今井様、深田様のご入会を祝して
山本 喬一

結婚記念日自祝。大変遅くなり申し訳ありませ

本日のニコニコ総額

んでした。

難うございます。

結婚記念日に綺麗な鉢植えを頂き、ありがとう
ございました。
す。

西井 幾雄

誕生日自祝。還暦です。

山村 朋史

誕生日自祝＆ゴルフ山本杯べスグロいただきま
した。ありがとうございます。
誕生日自祝。

ございます。

橋本 守之

平尾 彰彦
箕村 保

本日の卓話、よろしくお願いします。
阪本 宗久
阪本さん、本日の卓話期待してます！！

井・深田氏３名が入会されました。おめでとう

川原 和彦
阪本さん、本日の卓話宜しくお願い申し上げま

河田先生、今井さん、ご入会おめでとうござい

す。

ます。永遠のおつきあいをお願いします。

阪本さん、本日の卓話頑張って下さい。

小寺 一矢
河田様、今井様、深田様、ご入会有難うござい
ます。末永くお付き合い下さい。

石田 道夫
山田 雅則

阪本さん､本日の卓話楽しみにしています。

福原 哲晃

箕村 保

河田さん､今井さん､深田さんのご入会を祝し

阪本さん､本日の卓話楽しみにしております。

て。田上様、本日の卓話よろしくお願いしま

寺杣 晃一

す。

中野 格

阪本さん､本日の卓話楽しみにしています。

河田様、今井様、深田様、ご入会おめでとうご
ざいます。

石田 道夫

仲西 良浩

ロータリー讃歌

宮里 修一

大阪 ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田宗 三郎

山本会長杯ゴルフコンペ準優勝自祝。

こころ

丘高校、再度の訪問お疲れ様です。 石田 道夫

一、 ロータリー 奉仕 の精神

山本会長、川原次期青少年交換委員長、夕陽ヶ

ロータリー 誠意と友愛

井戸 幹雄

ロータリー

森本 成俊

ミネストローネ、バジル添え
ローズマリー風味のポーク肩肉のロースト、
リンゴのキャラメリゼとグリーンペッパー
コーンソース
アーモンドムース、パイナップルとベルガ
モットゼリー
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

ロータリー

います。

100円
100円
200円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

徳義 に立 って

河田様、今井様、深田様、入会おめでとうござ

コインサービスの報告
８/27 残
高
４/７ 受
入
現 在 高

一つに結ぶ

田邉 三郎

ロータリー財団
米山奨学会

世界を

深田くん いらっしゃ～い！うれしいです。

ロータリー

をお願いします。

箕村 保

しるし

うございます。

む つみ

回は６／７は茨城西コースです。多くのご参加

ロータリー

難うございました。（２２名で過去最多です)次

河田さん､今井さん､深田さん、ご入会ありがと

ロータリー

４／５山本会長杯ゴルフコンペ多数のご参加有

ロータリー

仲西 良浩

山本 喬一

二、 ロータリー 理想 の表徴

お陰様で久しぶりに優勝できました。

ロータリー 融和と親善

ゴルフコンペ参加の皆様お世話になりました。

ロータリー

田邉 三郎

中島 清治

深田さん､ご入会おめでとうございます。

「商から農へ 地域循環型農業
『熊野米プロジェクト』に取り組む」
㈱たがみ 専務取締役 田上 雅人 様
阪本 宗久会員紹介
山、川、海。自然豊かな食材の宝庫・和歌山に
は、鯖寿司、秋刀魚寿司、めはり、茶粥など、多
くの食品が有るにもかかわらず、お米は他県の
ものが多く使用されており、中山間地の多い和
歌山のお米は見向きもされていませんでした。
その結果、農業の担い手がなく、耕作放棄地が増
加、農村は厳しい状況に立たされています。
これまでも様々な活動をしてきましたが、農
地を守り、米を作るだけでは守れないのが現状。
だと、どうすればいいか？当社と農家さんが連
携し新しい出口を作ればいいのではないかと考
えました。手探りで取り組む中で田辺商工会議
所からお話をいただいたのが農商工連携
（平成22
年認定）でした。
これが『熊野米プロジェクト』のスタートで
す。風雨に強く倒耐性の高い品種を、梅の調昧液

希望に燃え て

ます。

167,000円

☆☆ 先週（4 月 7 日）の卓話 ☆☆

世界に 平和を樹 てる

河田様、今井様、深田様、ご入会有難うござい

合計金

累計金 2,543,000円

ロータリー

髙田 肇

ＳＡＡ一同

阪本先輩､本日の卓話がんばって下さい！

河田様、今井様、深田様、入会有難うございま
す。

平成28年4月7日

松宮 清隆

自分の生まれた日を祝い ありがとうございま

４／５（火）鳴尾ゴルフ山本会長杯で何と会長
が優勝されました祝福。本日より、河田・今

荒木 幾夫

近来になく多額に有

を利用して農薬の使用を控えて栽培。そうして
出来た新ブランド「熊野米」は、熊野の自然の中
で育つ、生命力あふれるお米です。
また、当社自ら農業法人（認定農業者）として
農業に参入。６次産業化総合化計画の認定を受
け、新商品開発や商談会出展など「生産現場から
食卓へ!!」を目指しています。
わが社のコンセプト“地域を見直し、新しい
価値を創造し、モノとココロが一緒に流通す
る"。これからもふるさと田辺の地で、地域と農
業と和食の文化を見つめ、農家さんとお客様と
をつなぎ、共有・共感・共鳴できる企業でありた
いと思っています。

