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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ロータリー親睦活動月間
次週（６月２０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2474回）

２）ソング

ロータリー讃歌

３）クラブ協議会（新旧合同）

会

（2475回）

２）ソング

ふじの山

３）卓

「 会 長 挨 拶 」

話

髙田

肇 会長

４）７月度定例理事会（新旧合同）

☆☆ 北村

讓ガバナー補佐エレクト訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
42ヵ年 坂本 一民
39ヵ年 衣斐 孝雄

☆☆☆

41ヵ年 髙松 貞彦
31ヵ年 重里 國麿

６月度の結婚記念日
阪本

宗久

西浦

☆☆
司

（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
５月３０日テーブルナンバー２，３，７の情報集
会が「佐勘」梅田本店で行われました。阪急電車
のガード下ということで電車のガタン、ゴトンと
いう音がいい響きでした。稲庭うどんの名店でし
て締めの稲庭うどんは絶品でした。因みに今年度
のテーブル情報集会の最後でした。テーブルマス
ターの吉村、梅本、二宮各会員設営有難うござい
ました。
６月５日（水）に社会奉仕委員会の事業と致しま
して、日本赤十字血液センターの協力による本年
度２回目の献血事業を当クラブ重里会員の日本
分析化学専門学校の７階をお借り致しまして、午
前９時３０分より午後４時まで行いました。７３
名の学校関係者に献血をしていただきました。

ハンブルグロータリー国際大会は盛大な中で閉
会を迎え、一行はチェコ、ワルシャワへ。お気を
つけて楽しい旅をお続け下さい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて6月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②第15回ロータリー韓日親善会議開催のご案内
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
③クラブ協議会（新旧合同）出欠のご返事ならび
に本年度委員長各位は活動報告書のご提出を
お願いいたします。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日卓話よろしくお願いします
中島 清治
中島さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
中島さん 卓話頑張って下さい。
山本 喬一
中島清治会員 本日の卓話！期待しています。
よろしく！
中川 政照
結婚記念日自祝
衣斐 孝雄
令和元年6月6日

合計金

23,000円

累計金 2,548,400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
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

49名
34名(44名)
19名
10名

☆☆ 先週（6 月 6 日）の卓話 ☆☆
「ローターアクトについて」
中島 清治会員
４年間２６６０地区のローターアクト委員会に
出向させていただき、本年度は委員長という役職
も仰せつかっているので、本日はこの経験につい
てお話をしたいと思います。
地区のローターアクト委員長というのは、非常に
多くの行事に顔を出す必要があり、その都度山本
ガバナーや宮里代表幹事と話をさせていただく
のですが、ガバナーも代表幹事も口を揃えて「大
阪天満橋ＲＣは素敵なクラブだ」「他のクラブの
見本になるべきクラブ」と仰ってくださいます。
ただ、耳の痛いことに「そんなクラブなのに、何
故人数がそんなに減っているの？頑張らんとあ
かんでしょ」とも。ハイ、頑張ります。
中島は、弁護士になって直ぐの頃、福原会員の紹
介で大阪天満橋ＲＡＣに入会しました。当時は、
井戸会員や故宇野会員の息子さん達など多くの
同世代の連中と仲良くさせていただき、その時の
つながりが現在も続いています。
現在、ローターアクト委員会で今の若い人たちと
接していますと、以前と比べても本当に真面目に
熱心に活動をされていると実感します。１８歳か
ら３０歳までの青年男女のリーダーシップなど
を培うのに優れた組織だと思っています。
次年度は、大阪天満橋ＲＡＣは４０周年を迎えま
す。是非、皆さまのお知り合いの若い人をＲＡＣ
に紹介いただければ幸いです。
併せて、当クラブの増強も改めてお願い申し上げ
ます。

6月6日の出席率
77.27％
５週間前（5月9日）の
メークアップを含む出席率 84.09％
メークアップ実施会員
3名（欠席者 10名)

－－ 大阪西北ＲＣ創立５０周年記念式典－－

国際奉仕（International Service）
ロータリーの第4奉仕部門は、ロータリ
アンが、国際理解、親善、平和を推進する
ために、実施できることすべてから成る。
その方法は、他国の人々、その文化、慣習、
業績、抱負、問題を知ることであり、また、
旅行や国際大会出席による個人交流であ
り、読書や文通であり、さらに、他国の人々
の役に立つクラブの活動やプロジェクト
すべて（ロータリー財団を含む）に協力す
ることである（『手続要覧2004年』P268）。
さらに、国際奉仕の目的（Purpose of
International Service）として「ロータリ
アンのあいだに、また、一般の人々のあい
だに理解と善意をはぐくむことが、ロータ
リーの国際奉仕の明確な任務である（ロー
タリー章典8.080.1）」
（『手続要覧2004年』
P81）とあります。
国際奉仕も、クラブと会員両方の責務で
す。この奉仕が目指していることは、ロー
タリーの綱領第4項「奉仕の理想に結ばれ
た、事業と専門職務に携わる人の世界的親
交によって、国際間の理解と親善と平和を
推進すること」にあります。概念上その内
容は、世界社会奉仕（ＷＣＳ）プログラム、
国際レベルの教育および文化交流活動、2
月の世界理解月間とその催し、国際的な会
合（ロータリー章典8.080.3）、に分類でき
ます。

今年度は、ドイツ・ハンブルクにて、6月1日～5日
に開催されました。 当クラブからは、6月2日の
開会式に、メンバー6名・メンバー夫人1名の計7名
で参加いたしました。ハンブルク滞在後は、チェ
コ・プラハとチェスキークルムコフの世界遺産そ
して、ポーランド・ワルシャワではショパンの生
家や博物館を見学し、中世のヨーロッパを体感し
て来ました。ご参加いただいたメンバーに厚く感
謝いたします。
国際奉仕委員会
６月１１日（火）ヒルトンホテルで大阪西北ロー
タリークラブの５０周年式典に会長幹事で出席
して参りました。福島区長や赤十字の方も来られ
て感謝状が贈られる素適な式典でした。

社会奉仕（Community Service）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
白菜のお浸し 鮎一夜干し 紅立て たで酢掛け
鶏肉旨煮 キャベツ ヤングコーン 青唐 糸唐辛子
鱸若狭焼き インゲン胡麻和え 初神
生姜御飯 三つ葉 香の物 赤出し汁
メロン アメリカンチェリー 枇杷蜜煮

ロータリー讃歌

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

こころ

ロータリー 誠意と友愛

ロータリー ロータリー

徳義に立って

世界を 一つに結ぶ

ロータリー ロータリー

しるし

むつみ

ロータリー 融和と親善

ロータリー ロータリー

希望に燃えて

世界に 平和を樹てる

ロータリー ロータリー

一、ロータリー 奉仕の精神

－－ 社会奉仕活動報告 －－
令和元年６月５日（水）９：００～１６：３０の
時間帯に日本分析化学専門学校７階において、日
本分析化学専門学校及び大阪赤十字献血セン
ターの協力のもと、同校の生徒さん、職員の方々
多数の方に協力を頂き７３名の献血を行いまし
た。前回同様、会議室に５台の簡易ベットを設営
して献血を行いました。今回は今春入学の１年生
の生徒さんが研究も兼ねてほぼ全ての方にお越
し頂きました。設営頂きました大阪赤十字献血セ
ンターの職員の方、会場提供と多くの生徒さんに
協力を呼び掛けて頂きました重里会員、ご協力有
難う御座いました。
社会奉仕委員会

ロータリーの第3奉仕部門。クラブの地
域または行政区域内に居住する人々の生
活の質を向上させるために、時には、他団
体（例えば、ローターアクト・クラブ、イ
ンターアクト・クラブ、ロータリー地域社
会共同隊）と提携して、ロータリアンが行
う各種活動（『手続要覧2004年』P264）。
社会奉仕は、地元社会のニーズに応える
ものですから、それぞれ地域のニーズに
よって、当然活動が違ってきます。青少年
のためにサッカー教室や野球教室を開催
したり、植樹、図書館に本を寄贈する、老
人ホームや児童養護施設の訪問、その他さ
まざまな活動があります。
なお、「社会奉仕に関する1923年の声明
（1923
Statement
on
Community
Service）」は、この奉仕に対する理解には
不可欠な、大切なものです。
二、ロータリー 理想の表徴

－－ ロータリー国際大会 －－

）内は会員総数を基準とした値

