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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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2016-2017年度RIテーマ

＜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 （2344回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
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。

４）卓

話

ＮＯ．２３４４
次週（７月１４日）のお知らせ

１）例

会

（2345回）

２）ソング

四つのテスト

３）クラブ協議会

会長挨拶、理事・役員紹介
石田 道夫会長

「 温 故 知 新 」
会長 石田 道夫
此の度、４９年の歴史と伝統ある大阪天満橋
ロータリークラブの会長にご推挙賜り、誠に僭
越では御座いますが浅学菲才の身を顧みること
なく就任させて頂くことになりました。思い起
こせば２０年前の１０月に入会させて頂き、翌
年が当クラブ３０周年の年でした。
４０周年の年は会長エレクトを拝命し、本年
は５０周年の前年に会長を拝命したのも何か因
縁めいたものを感じます。本年は来年の５０周
年に向けて、井戸５０周年実行委員長、山本戦略
計画委員長、皆々様と共に大阪天満橋ロータ
リークラブの新しい一ページを築いて行きたく
存じます、何卒宜しくお願い申し上げます。
「国際ロータリーの活動方針」
本年度ＲＩ会長ジョン・ジャーム氏は“Rotary
Serving Humanity” （人類に奉仕するロータ
リー）
“人類の奉仕”という大きな目標に向け、リー
ダーシップを持ちうる会員を増やし、ポリオ撲

滅をはじめ“世界で善いことをする”ため伝統
を継承することを求めておられます。
「第２６６０地区の活動方針」
これを受けて、第２６６０地区２０１６～１
７年度ガバナー松本進也氏は本年度ガバナー方
針として“The Ideal of Service” （サービスの
理念）
“奉仕の理念”ではなく、敢えて“サービスの
理念”と奉仕とサービスの違いを鮮明にされま
した。
（奉仕は一方的行為 サービスは相互的行為）
「当クラブの運営と活動方針」
来年５０周年を迎えるにあたり、再度当クラ
ブ及びロータリークラブの原点を見つめ直し、
守るべき事と修正すべき事を決め、今後我々が
進んでいく道標を考えて行きたく存じ「温故知
新」を活動テーマとさせて頂きました。何卒皆々
様一丸となって当クラブが是非入会したいロー
タリークラブと言われるように一緒に頑張りま
しょう！

☆☆

７月度のお誕生日

13日 川本 浩

☆☆

16日 仲西 良浩
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

①7月1日よりロータリーレートが1ドル＝102円
に変更になります。（現行レート 1ドル＝110
円）

☆☆ 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

０名
１名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
45名(51名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
6名

）内は会員総数を基準とした値

6月30日の出席率
88.24％
5週間前（６月２日）の
メークアップを含む出席率 86.79％
メークアップ実施会員
5名（欠席者12名)

☆☆

本年一年間ニコニコご協力有難うございまし
た。来期もよろしくお願いします。 井戸 幹雄
平成28年6月30日

合計金

木槌伝達式

☆☆

例会終了後、山本喬一 2015-2016年度会長よ
り、石田道夫 2016-2017年度会長に木槌が引き継
がれました。

219,000円

累計金 3,275,000円
☆☆ 新旧理事・役員・委員長懇親会☆☆

②本日 7・8月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
③クラブ協議会のご案内を本日お配りしており
ます。出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
④アフターインフォメーションの出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑤本日例会終了後、恒例の会長と次期会長の木
槌の引継ぎを行います。
⑥本日例会終了後 7月度定例理事会（新旧合同）
が10F「京都の間」にて開催されます。関係各
位よろしくお願いいたします。
⑦本日18：00より
「ガスビル食堂」
にて新旧理事・
役員・委員長懇親会が開催されます。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

平成２８年６月３０日(木)１８時より、
「ガス
ビル食堂」において、新旧理事役員委員長懇親会
が開催され、和気藹々とした雰囲気の中、慰労と
激励、また無事引き継ぎを終えることが出来ま
した。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ
日 時：7月13（水）19：30～20:45
内 容：「所信表明」
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：8,000円
登録先：幹事 小城 ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：7月8日（金）

７月第２例会のお知らせ
日 時：7月20日（水）19；30～20:45
内 容：「大角地区ローターアクト代表によ
る卓話」
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：3,000円
登録先：幹事 小城 ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677
登録締切：7月15日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立

食

料

理

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

皆様の一年間のご支援とご協力に感謝申し上げ
ます。
山本 喬一
1年間お世話になりました。
溝手 悟
山本会長・溝手副会長・理事役員・委員長の皆
様、一年間大変お世話になりありがとうござい
ました。会員の皆様、一年間のご協力に感謝
中野 格
山本会長、溝手副会長、中野幹事はじめ理事役
員の皆様お疲れ様でした。
石田 道夫
山本会長、溝手副会長、中野幹事、理事役員の
皆様1年間ご苦労様でした。
橋本 守之
山本会長、中野幹事、他役員の皆様 1年間ご苦
労様でした。
川本 浩
山本会長 この一年よくお努めになりました。
感謝いたします。
坂本 一民
山本会長、溝手副会長、中野幹事 1年間ご苦労
様でした。
南川 和茂
山本会長、1年間お疲れ様でした。溝手副会長
、中野幹事はじめ理事役員の皆様もご苦労様で
した。
中村 健輔
山本会長他役員、理事の皆様 1年間ご苦労様で
した。併せて、会員強化委員会へのご協力有難
うございました。
福原 哲晃
山本会長、1年間 誠実かつ賢実に職務を遂行し
ていただきました。感謝！！
小寺 一矢
山本会長、溝手副会長、中野幹事、理事役員の
皆様、御つかれさまでした。
在本 茂

山本会長、ご苦労様でした。
岸本 良一
山本会長、溝手副会長、中野幹事、理事役員の
皆様一年間お世話になり、ありがとうございま
した。
高良 尚志
山本会長、溝手副会長、中野幹事、役員の皆様
一年間お世話になりました。ありがとうござい
ました。
中村 修
持ち船の航海よりも安定した船旅の山本丸の帰
港を祝して。
大矢 平治
山本会長丸の無事の帰港を祝して 木村 忠夫
山本会長、溝手副会長、中野幹事 お疲れ様で
した。又、一年間大変お世話になりました。
親睦活動委員会 永田 秀次
山本会長、溝手副会長、中野幹事 一年間大変
おつかれさまでした。ゆっくりして下さい。
髙田 肇
山本会長、中野幹事 一年間おつかれさまでし
た
中島 清治
山本会長、溝手副会長、中野幹事はじめ理事･
役員の皆様ご苦労様でした 中野幹事これで遊
べますね よろしく
山田 雅則
一年間ありがとうございました。 勝見 茂
会長、幹事、理事役員の皆様お世話になりまし
た。
寺杣 晃一
会長、副会長、幹事一年間ありがとうございま
した。
柳澤 興平
会長、副会長、幹事一年間本当にありがとうご
ざいました。
宮里 修一
会長、副会長、幹事一年間本当にありがとうご
ざいました。
森本 成俊
中野幹事へ 一年間おつかれさまでした！
仲西 良浩
１年間皆出席自祝！（メークアップを含む）
中川 政照
１年間皆出席自祝
山本 喬一
年間メークアップを含む皆出席自祝 髙田 肇
メークアップを含む１年間皆出席自祝。中野幹
事 ご苦労様でした。
梅本 知秀
皆出席自祝
寺内 清視
ホームクラブ１年間皆出席自祝
中野 格
ホームクラブ１年間皆出席自祝
寺杣 晃一
一年間皆様にはお世話になり、ありがとうござ
いました。感謝！感謝！
ＳＡＡ一同

