OSAKA-TEMMABASHI

ロータリーの先駆者＜海外編＞
1905年、4人でロータリーの最初の会合が開かれてから、約120万人の会員を擁す
る今日に至るまで、ロータリーの成長の鍵となった多くの先駆者たちがいます。そ
れらの人々は枚挙にいとまがありませんが、その中でも特に大きな役割を担った
ロータリアンを紹介します。
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ポール P.ハリス（Paul P. Harris 1868～1947）
＜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

「ロ ー タ リ ー 創 始 者（Founder of Rotary）」は、
1905年シカゴに最初のロータリークラブを創立した
ポール P.ハリスを指します。
1868年4月19日、アメリカ・ウィスコンシン州ラシー
ンに生まれました。3歳のときに、バーモント州ウォー
リングフォードにある、父方の祖父母に引き取られ､そ
こで、祖父母の豊かな愛情に包まれ育ちました。子ど
も時代はやんちゃだったようですが、バーモント陸軍
士官学校では、成績も素行も優等生。1886年、バーモ
ント大学に入学しましたが、18か月後、不祥事の濡れ
衣(ぬれぎぬ)を着せられ、退学処分となります。何年
も後になって、大学側は彼に非がなかったことを認
め、謝罪しました。その後、プリンストン大学ならびにアイオワ州立大学デイモン
校法学部も、卒業しました。
学業を終えた彼は、旅行によって見聞を広めようと決意し、5年間、アメリカ国
内だけでなく、イギリス、ベルギー、イタリアなどへ渡り、いろいろな職業に従事
しました。帰国した彼は、1896年、シカゴに弁護士事務所を開設。仕事は順調に展
開し始め、1905年ころには、誠心誠意を尽くしてのビジネス関係を幾つか築き上げ
ていましたが、周りに個人的な真の友がいないことに気が付きました。そこで彼
は、シカゴで当時多くみられた、人々が集うクラブ形式に倣い、多くの知友を求め
友情を深めるために、1905年2月23日の木曜日、3人の友、石炭商シルベスター・
シ ー ル（Silvester Schiele）、鉱 山 技 師 ガ ス タ ー バ ス・ロ ー ア（Gustavus H.
Loehr）、洋服商ハイラム・ショーレー（Hiram E. Shorey）とともに、初めての集
いをもちました。
これが、ロータリークラブの第1回の会合です。場所はローアの事務所のあった
ディアボーン通り127番地のユニティ・ビル711号室。現在、ビルはなくなり空き地
になっていますが、記念のプレートが路面に埋め込まれています。
彼は、1910－11年度、第1回ロータリー大会で新設された、全米ロータリー・ク
ラブ連合会（後の国際ロータリー）の会長に選ばれます。1911－12年度も会長を務
めています。1947年1月27日に亡くなりますが、国際ロータリーは、創立者への敬
意を表したい個人やクラブは、ポール・ハリスの名で一人当たり10米ドルを目安と
して、ロータリー財団へ寄付することを要請、財団は翌年18件の奨学金を授与しま
した。
今、ポールはエバンストン近郊マウントホープ墓地に眠っています。また、1935
年2月彼は来日しています。
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疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）50周年記念例会

（2408回）

次週（１２月１４日）のお知らせ
１）例

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）卓

君が代・友と呼べるのは

話

（2409回）
四つのテスト
「金属加工60年 ロータリー15年」
溝手

４）創立50周年記念式典・祝宴

悟

会員

４）第1回被選理事会

創立５０周年を迎えて
会長 橋本 守之
本日は片山 勉ガバナーをはじめ多くのご来
賓、
40年に亘り友好を深めてまいりました姉妹ク
ラブの台北陽明ロータリークラブ、マッチング
グランド事業を行ってまいりましたタイの国際
ロータリー第3350地区の皆様のご臨席を賜り創
立50周年記念式典を開催することが出来ますこ
とは、
全会員の慶びであります。
当クラブは、
1967
年11月4日に、大阪ロータリークラブを親クラブ
として、故 露口 四郎 特別代表のご指導のもと、
当時31名の会員により誕生致しました。
当時は土
曜日の例会開催で会員数を超えたビジターにご
出席頂いたことが語り継がれております。1969年
に青年功績賞を創設、爾来 大阪府・大阪市の青

少年野外活動センターの学生ボランティアを表
彰、授賞者数は延べ1200名を超えております。
1975年には「地域に根ざした奉仕」を基本理念に
職業奉仕賞を創設し、職業を通じて地域で活躍
されている方々を毎年表彰して参りました。1980
年に、大阪天満橋ローターアクトクラブを創設、
地区内でも活動的で存在感のあるクラブとして
成長しております。1983年には、当クラブが親ク
ラブとなり大阪大手前ロータリークラブが誕
生、孫クラブの大阪中之島ロータリークラブと
共に三世代として毎年3クラブでの合同社会奉
仕事業を行っております。
50周年記念事業としま
して、大阪国際がんセンターへの寄付、大阪天満
宮には国旗掲揚台を寄贈させて頂きました。 50
周年を大きな筋目として、クラブの品格と基本
理念を高めていくと共に、伝統を継承しつつ、次
世代ロータリアンの育成、変化をもたらす事を
目指して参ります。当クラブに対しまして、変わ
らぬご理解とご厚情を賜りますよう、衷心より
お願い申し上げます。この式典にあたり、井戸幹
雄実行委員長はじめ実行委員会の皆様、会員諸
兄のご尽力に対し、心より感謝とお礼を申し上
げます。

☆☆ 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

＊＊

２名
１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

59名
44名(54名)
19名
10名

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

11月30日の出席率
81.48％
5週間前（11月2日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)

トン5階に於いて最終チェックが行われ、これが
最後の50周年記念実行委員会となりました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①12月1日からロータリーレートが1ドル＝112円
に変更になります。（現行1ドル＝114円）
②次週12月7日は「50周年記念例会、式典・祝宴」
が開催されます。ご出席の会員各位におかれ
ましては午後２時までにヒルトン大阪５F「桜
の間」前にお越し頂きますようお願いいたし
ます。
③本日50周年記念ネクタイをお配りしておりま
す。12月7日はダークスーツとお配りしており
ますネクタイの着用をお願いいたします。
④本日例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑤年次総会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。
⑥次々週例会終了後「第1回被選理事会」を開催
致します。明後日ご案内させていただきます
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

☆☆ 先週（11 月 30 日）の卓話 ☆☆
「この10年の奉仕事業と思い出」
50周年記念事業実行委員会
山本

喬一

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１２月第１例会のお知らせ
日 時：１２月１７日（日）10:30～11:30
内 容：「クリーンハイク」
ゴミ拾いをしながら歩きます。
場 所：京橋駅→天満橋駅
その後、錦城閣にてランチ
登録料：1,000円

１２月第２例会のお知らせ
日 時：１２月２０日（水）19:30～20:45
内 容：「谷会員のRACの人生総括！」
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 森下 莉恵
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：080-3853-4686

会員
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告

9/ 7 残
高
11/30 受
入
現 在 高

199円
250円
449円

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
創立五十周年祝宴

友と呼べるのは

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

この10年で当クラブの伝統事業は少しずつか
たちを変えながらも継続して行ってきました。
当クラブで最も永く続いている青年功績賞授与
式は能勢の大阪府総合野外活動センターの閉鎖
に伴い現在は吉野宮滝野外学校で実施していま
す。職業奉仕賞は2015年から自衛隊員のかたにも
対象を広げて継続されています。
また、国際奉仕部門ではタイ国に於ける「白内
障手術支援事業」では当クラブとして初めて
マッチンググラント
（MG）
を利用した事業でした。
この事業を皮切りにネパールへの「医療機器設
置事業」タイでの「腎臓病健康促進事業」とマッ
チンググラントやグローバルグラント（GG）を
活用した国際奉仕事業をクラブ事業として根
付かせることができました。さらに国内向け
社会奉仕活動も活発になりこちらにも地区補
助金（DG）を活用してきました。ローターアク
トクラブ、米山奨学生の世話クラブ、青少年交
換事業もこの10年活発に実施して来ました。
特に大阪天満橋RACは地区最優秀賞を10年間
で3度も受賞するという輝かし実績を残しま
した。
この10年で残念ながら会員数は少し減少し
ましたが、50年の節目を迎えるに相応しい充
実した奉仕活動を実践しているロータリーク
ラブに成長したと、私は感じています。

一、友と呼べるのは 信じ合っているから
友と呼べるのは ねがいが同じだから
一人一人の しごとは違っても
平和で暖かい 世界を作るために
平和で暖かい 世界を作るために
おおロータリー ロータリークラブ

本日の記念卓話 よろしくお願いします。
山本 喬一
山本さん卓話楽しみにしております 石田 道夫
山本会員、本日の卓話楽しみにしています。
中村 健輔
山本さん、本日の卓話.大.大.楽しみにしていま
す。
中村 修
西原 潔さん ご入会おめでとうございます
寺杣 晃一
西原さん入会おめでとう。
川原 和彦
西原さん 入会おめでとうございます 石田 道夫
西原 潔さん ご入会おめでとうございます
中村 修
西原 潔様のご入会を祝して
中野 格
西原さん 入会おめでとうございます 箕村 保
新入会員の西原くんを宜しく御願い致します。
田邉 三郎
歴史と伝統ある大阪天満橋ロータリークラブに
入会させて頂きました。これからご指導宜しく
お願いします。
西原 潔
結婚記念日自祝。山本喬一会員本日の卓話よろ
しくお願い致します。新入会員西原 潔さんを
祝して
橋本 守之

結婚記念日自祝。美しいお花、有難うございま
す。
福原 哲晃
美しいお花ありがとうございました 西井 幾雄
結婚記念日自祝 橋本会長美しいポインセチア
をありがとうございました。
川原 和彦
結婚記念日自祝 美しいポインセチアをありが
とうございます。
中川 政照
結婚記念日自祝 会長お花ありがとうございま
す。
箕村 保
創立50周年を祝して
川本 浩
来週の記念例会“友と呼べるのは”大きなお声
でお願いします。
髙松 貞彦
連続欠席のおわび
勝見 茂
大阪マラソン完走しました。4時間6分です。
今井 浩
平成29年11月30日
合計金
151,000円
累計金 1,427,000円

二、友と呼べるのは 許し合っているから
友と呼べるのは のぞみが同じだから
一人一人の 時間は違っても
奉仕の理想を 世界に満たすために
奉仕の理想を 世界に満たすために
おおロータリー ロータリークラブ

先々週の11月19日（日）午前10時より「太閤園」
に於いて、今年度三世代合同奉仕事業として大
阪中之島ロータリークラブがホストクラブとな
り、社会福祉法人「大阪水上隣保舘ゆりの礼拝
堂」の子供達を招待し、エイサー部の子供達によ
る沖縄舞踊「エイサー」の発表会と食事会が行わ
れました。当クラブからは、会長、寺杣幹事、山
本パスト会長、髙田会長エレクト、平尾社会奉仕
委員長を含めて１０名の皆様が出席し、子供達
のエイサーの踊りを観賞すると共に、私達ロー
タリアンも子供達の踊りの輪の中に参加して、
賑やかに過ごさせて頂きました。そして三世代
クラブより、エイサーの衣装と太鼓を寄贈致し
ました。最後に、大阪水上隣保舘学校法人、黒川
芳朝理事長様より感謝と御礼の挨拶があり、無
事に終了致しました。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り第５８回米山功労クラブの感謝状が届いてお
ります。
本日の例会は、創立50周年記念卓話として「こ
の10年の奉仕事業の思い出」として山本 喬一会
員が卓話してくれます。会員の皆様にはご清聴
願います。11月30日（木）は午前11時よりヒルト
ン４階にて、田邉 三郎会員 の紹介により、入
会希望者である西原 潔氏のインフォメーショ
ンが行われました。中野会員強化委員長をはじ
め、会長・幹事・委員で面談し、中野委員長より、
当クラブに入会するにあたっての歓迎の言葉
と、ロータリーについての諸々の説明がなされ
ました。その後、会員証とロータリーバッジを贈
呈し、西原氏は正式な会員となりました。西原
潔氏が当クラブのメンバーとして、一日でも早
くクラブに溶け込まれ、活躍されることを期待
しております。例会終了後、年次総会が開かれ、
先週報告致しました指名委員会から指名された
次々年度会長候補者はじめ、次年度理事役員候
補者が全て選任されました。
その後50周年記念実
行委員会が開催され、井戸実行委員長より式典
及び祝宴についての報告が行われ、全ての部分
における質疑応答が為され、大要が全て決定致
しました。念のために、12月4日午後13時よりヒル

）内は会員総数を基準とした値

