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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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会員増強・新クラブ結成推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

１）例

（2394回）
それでこそロータリー

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

３）卓

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）ガバナー補佐訪問懇談会

話

次週（８月３１日）のお知らせ

「私と仕事とロータリークラブ」
郡

会

（2395回）

２）ソング

友と呼べるのは

３）卓

「新入会員自己紹介」

話

悦清会員

吉村

圭太

会員

山本

邦人

会員

４）9月度定例理事会

☆☆ 中嶋 進治ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆ ８月度の結婚記念日 ☆☆
御木 威
（以上敬称略）

＊＊

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組担当
中嶋 進治 ガバナー補佐
プロフィール
【生年月日】 1951年５月28日
【職
業】 中嶋・髙橋法律事務所 所長
【ロータリー歴】
1996年1月
大阪城東ＲＣ入会
2000年～01年 社会奉仕理事
2002年～03年 国際奉仕理事
2003年～04年 幹事
2006年～07年 副会長
2008年～09年 会長
2009年～10年 地区職業奉仕委員長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

先 々 週 の 例 会 報 告
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

＊＊

連日のように猛暑が続く中、台風5号が日本列
島を縦断し、雨、風による被害が続出しておりま
す。被害を受けられた方には、心よりお見舞いを
申し上げます。
さて本日の例会には、永田秀次会員のご子息
で米国より帰国された、青少年交換派遣学生の
永田秀成君が１年間の留学体験を通して「This
is America(これがアメリカ)」のテーマで卓話を
してくれます。楽しみです。
2017～2018年度2660地区ローターアクト海外
研修会に参加者として松久曜子さん、山崎さや
かさんの２名を当クラブより推薦することを臨
時理事会（書面による）により決議致しました。
両名は、３回の海外研修オリエンテーションを
終えてから11月3日（金）～11月6日（月）までの
日程で訪問先の台湾・台北国際ロータリー3501地
区及び3251地区のロータリーアクトとの交流と

☆☆ 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
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

58名
40名( 53名)
19名
13名

親交を深めると共に、現地ローターアクトとの
共同奉仕活動を行う予定です。
次週8月17日（木）は、当クラブの例会は休会
となりますが、ビヤフレンド会は開催されます
ので、時間のある方は出席していただく様お願
い申し上げます。8月11日～15日はお盆休みとな
る企業が多く、会員の皆様もどうかゆっくりと
休暇を楽しんでいただきたいと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2017-18年度青年功績賞授与式（大阪府）」の
ご案内を本日お配りしております。多数のご
参加をお願いいたします。
②№2.3テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③№1・4・7テーブル情報集会並びに№5・6テーブ
ル情報集会の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
④地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤「2016-17年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑥次々週はガバナー補佐訪問日になります。
⑦8月31日例会終了後「9月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてお
りますので関係各位宜しくお願いいたしま
す。
⑧次週8月17日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。な
お、事務局のお盆休みは8月14日（月）～8月16
日（水）までです。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

8月10日の出席率
75.47％
5週間前（7月20日）の
メークアップを含む出席率 81.13％
メークアップ実施会員
1名（欠席者11名)
永田秀成君 無事帰国おめでとう。本日卓話た
のしみにしています。
中村 修
在席14年を自からおめでとう、といいます
西井 幾雄
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
梅本 知秀
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
今井 浩
高松会員、荒木会員に文珍師匠独演会お世話に
なりました。
木川 武利
中村 健輔
平成29年8月10日

合計金

49,000円

累計金

510,000円

☆☆ 先々週（8 月 10 日）の卓話 ☆☆
「″Ｔｈｉｓ ｉｓ Ａｍｅｒｉｃａ″
（これがアメリカ）」
2016-17年度青少年交換派遣学生
永田 秀成 様
青少年交換委員会

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
8月第2例会のお知らせ
日 時：8月30日（水）19:30～20:45
内 容：「今年度地区会長
三窪様による卓話」
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 森下 莉恵
TEL：080-3853-4686
登録締切：8月25日(金)

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鯛洗い 梅肉和え ハス芋 茗荷 大葉
冬瓜 ヤングコーン プチトマト
小芋
海老旨煮
鰻巻玉子 初神 万願寺 じゃこきゃら煮
焼茄子 順菜入り赤味噌仕立て
白御飯 香の物
メロン 西瓜(すいか) オレンジ
レモンゼリー掛け
コーヒー

矢野一郎

それでこそロータリー

東京ＲＣ

一、どこで会っても

やあと言おうよ

見つけた時にゃ

おいと呼ぼうよ

遠い時には

手を振り合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

二、笑顔笑顔で

語り合おうよ

心心で

結び合おうよ

みんな世の為

働き合おうよ

それでこそ

皆様、こんにちは 永田秀成です
今日は僕のアメリカの生活を紹介します。
僕は、アメリカのミネソタ州に青少年交換派
遣学生として一年間留学をさせていただきまし
た。ホストクラブは、第5960地区ローチェスター
ロータリークラブです。
ミネアポリス国際空港で僕は最初のホスト
ファミリーLarsonさんと日本人窓口の田村さん
に会いました。
Larsonファミリーは、父、母、兄、2人の姉の5
人家族でした。彼らは、馬を4頭飼っていました。
たまに、乗馬もしました。馬は、干し草を食べる

減りました。たくさんの仲間ができ、僕はこの
チームが大好きです。このチームにいた時間を
僕は絶対忘れません。
サードホストファミリーのGoodさんは、
父と母
の２人暮らしでした。
僕は、ホストファーザーからゴルフを教わり
ました。最初は、難しかったですが、今では、誰
かに教えることもできます！ゴルフはとても面
白いです。
帰国前にカントリーフェアがあり、たくさん
の人が日本について興味を持ってくれました。
アメリカでたくさんの思い出を作ることがで
きました。
皆様、僕にこのような素晴らしい機会を与え
てくださり、本当にありがとうございました。

ので、よく、干し草を運びました。とても重かっ
たです。
近くのピザ屋に行ったとき、日本人の木村さ
ん夫婦に会いました。
アメリカではじめて会った日本人なので、す
ごく仲良くなりました。僕たちは、一緒に料理を
したり、日本食を食べに行ったりしました。
僕は、Lourdes high schoolに通っていました。
夜に、ホームカミングというアメフトの試合が
あり、とても興奮しました。
ハロウィンの日にはウオーリーに仮装してお
菓子をもらいに町を歩きました。
ロータリーの交換学生が集まり、自分の国を
紹介するイベントがありました。日本人の学生
は、5人でした。5人でたくさんの方々に日本を紹
介するのは大変でしたがたくさんの友達ができ
てよかったです。
セカンドホストファミリーはBecherファミ
リーでした。家族は、母、姉、一つ下の弟の3人
でした。彼らとは、とても仲良くなり、毎晩ゲー
ムなどをしました。
僕たちは、ウィスコンシン州に旅行に行きま
した。とても楽しかったですが、旅行中に僕は、
携帯電話を2台なくしてしまいました。とても
ショックで落ち込みましたが、帰る日に携帯電
話が、2台とも見つかりました。2台とも戻ってき
たので、とても驚きました。
１２月３日の僕の誕生日には、みんなが、パー
ティーを開いて、誕生日プレゼントをくれまし
た。とてもハッピーでした。
１２月後半、外には、たくさんの雪が積もった
ので、雪合戦や雪だるまを作りました。その２日
後に、気温が、マイナス４０度になりました。
学校では、ウィンタースポーツで水泳部に入
り、毎日３マイル（４．８キロ）泳ぎました。そ
のおかげで、僕は体が丈夫になり、体重が１０㎏

ローローロータリー

永田秀成君 本日の卓話楽しみにしています。
橋本 守之
本日息子秀成が帰国の報告をさせていただきま
す。よろしくお願い致します。
永田 秀次
永田秀成君 卓話楽しみにしています
寺杣 晃一
秀成君 今日の卓話宜しく！！
石田 道夫
永田さん ご子息の帰国報告楽しみにしてます
川原 和彦
永田秀成君のアメリカでの1年間のすばらしい
経験の話を楽しみにしています。 山本 喬一

）内は会員総数を基準とした値

