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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
次週（８月９日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

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。

１）例 会 （2437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
４）卓 話 「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー
山本 博史 様
５）ガバナー公式訪問懇談会

１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2438回）
ロータリー讃歌
会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員増強月間に因んで」
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長

藤井

眞澄

様

会員強化組織委員会

☆☆ 山本

博史ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

国際ロータリー第2660地区
やまもと

山本

ひろし

博史

ガバナー

プロフィール
【生年月日】１９５３年９月１４日
【職
業】株式会社小倉屋山本
代表取締役社長
【職業分類】 食品工業
【ロータリー歴】
大阪南RC入会：1988年6月7日
2000-01年度
幹事
2008-09年度
副会長

2010-11年度
会長エレクト
2011-12年度
会長
2012-13年度
直前会長
2013-14年度
会員選考委員長
【第2660地区】
2005-06年度 地区幹事
2006-07年度 地区代表幹事
2007-08年度 財団奨学金・学友委員
2012-13年度 財団ＦＶＰ委員
2013-14年度 ロータリー財団地区補助金・
グローバル補助金担当グループ委員
2014-15年度 財団補助金小委員会 地区補助金・
グローバル補助金担当グループ委員
2015-16年度 ロータリー財団委員会
資金管理小委員会 委員長
【その他】
ポール・ハリス・ソサエティ
ベネファクター
メジャードナー
米山功労者 （マルチプル）

☆☆ 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
０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

51名
34名(46名)
19名
12名

＊＊ガバナー公式訪問を迎えて＊＊
会長 髙田 肇
山本 博史 ガバナーにはご多忙の中、本日当
クラブに公式訪問して頂き、感謝申し上げます
と共に、当クラブ会員一同より歓迎申し上げま
す。 また地区より、地区代表幹事 宮里 唯子
様、
地区幹事 中島成和 様も同行して頂き、
有難
うございます。 ７月１９日（木）には、福田ガ
バナー補佐と北村ガバナー補佐エレクト がお
越し頂き、当クラブの理事、役員との懇談会に
て、年次計画書を基に致しまして、委員会活動、
奉仕活動および当クラブの同好会について説明
させて頂き、福田ガバナー補佐からは、クラブの
ＩＴ化などの貴重なご意見とご助言を賜りまし
た。 今年度のＲＩ会長のテーマ『 BE THE
INSPIRATION 』（インスピレーションになろう。）
に対し、山本ガバナーは特別な標語は用いてお
りませんが、第１にポリオ撲滅を挙げておられ
ます。そして、ロータリーの目的は、知り合いを
広め奉仕の機会とし、職業上の高い論理基準を
保ち、価値あるものと認識し、職業を高潔なもの
にすることと述べられております。 私たちも
奉仕を通じ、ポリオ撲滅と平和を推進してまい
りたいと思っております。 当クラブも昨年５
０周年を迎え、本年度は、新生元年と位置付け、
昨年度から言われております世代交代を進め若
いリーダーを育てて行こうと思っております。
山本ガバナーにおかれましては、当クラブの
運営につきまして、忌憚のないご助言、ご指導を
お願い申し上げます。 本日のご来訪に対し、厚
く御礼を申し上げます。

☆☆

8月度のお誕生日

敬称を略す

奉仕の理想

417,000円

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

累計金

つど

78,000円

なりわい

合計金

チキンリバーパルフェ、スパークリングワインジェリー、
カラフルトマト、ライムフォーム、
ヴェリーヌスタイル
牛フィレ肉のグリル、アーモンドドーフィーヌ、
カフェドパリバター、レッドワインヴィネガージュ
プラムのフラン、ヨーグルトアイスクリーム添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッド、バゲットとバター

みくに

平成30年7月26日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

奉仕の理想に集いし友よ

1年間よろしくお願いいたします。
大阪大手前ＲＣ 岡田耕平 福井教男
大阪大手前ロータリークラブ岡田会長、福井幹
事ようこそおいで下さいました。 髙田 肇
大手前ＲＣ岡田会長、福井幹事 ようこそお越
し下さいました。ごゆっくりおくつろぎ下さ
い。
田邉 三郎
大阪大手前ＲＣ岡田会長、福井幹事 ようこそ
おいで下さいました。
中村 修
大手前ＲＣ岡田会長様、福井幹事様本日のご来
訪ありがとうございます。
川原 和彦
大手前ＲＣ岡田会長、福井幹事 お越しいただ
きありがとうございます
永田 秀次
暑中お見舞申し上げます。本日卓話です。宜し
く
寺杣 晃一
寺杣さん 卓話期待しています
井戸 幹雄
寺杣さん 卓話楽しみにしてました。本日ガン
バッテ下さい。
川原 和彦
寺杣会員 卓話楽しみにしてます。 在本 茂
寺杣直前幹事 卓話楽しみにしてます。
石田 道夫
寺杣晃一会員！！本日の卓話期待しています。
ガンバレ！ガンバレ！寺杣晃一
フレー！フレー！寺杣晃一
中川 政照
寺杣さん 幹事おつかれさまでした。 阪本 宗久
寺杣さん楽しい卓話期待しております！
永田 秀次
寺杣さん卓話がんばって下さい。 西原 潔
来週の山本ガバナーのお越しを楽しみにしてい
ます。
南川 和茂
地震以来、ＪＲが不調。今日も人身事故、新幹
線で来ました。厄払いのニコニコ 南川 和茂
中川さん 有難うございました
井戸 幹雄

くおん

①次週8月2日は山本ガバナーをお迎えしてのガ
バナー公式訪問です。多数の会員のご出席を
お願いいたします。なお、例会前に5Ｆ「グラ
スルーム」にてガバナー公式訪問懇談会が開
催されますので関係各位は１１：１５集合で
お願いいたします。
②三世代クラブ有志一同懇親会のご案内を本日
お配りしております。
③№4・6テーブル情報集会のご案内をお配りし
ております。
④「2018-19年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お早目にお振り込み宜しく
お願いいたします。
⑤以前会報にてご案内いたしました、大阪天満
橋ＲＡＣの8月第二例会の日程が8/22から8/28
に変更となりました。お間違えのないよう、宜
しくお願いいたします。
⑥本日例会終了後「8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。
⑦創立50周年記念事業実行委員会慰労・懇親会
が本日18:00から「北新地 湯木 新店」にて開催
されます。関係各位よろしくお願いいたしま
す。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

「幹事を終えて今思うこと」
寺杣 晃一 会員
会員の皆様、会長をはじめとする理事役員、各
委員、事務局の皆様のお陰をもちまして、５０期
の事業を終了する事ができました。当クラブが
創設５０年を迎え過渡期にさしかかる中で、将
来に亘り継続性のある理想的なクラブにしてい
くために取り組むべき事柄や、地域社会におけ
る奉仕活動の持続性や成果について、どのよう
に関わりどのように貢献職責を果たせるのか？
当該年度ＲＩのテーマは「ロータリー：変化を
もたらす」であった。状況に応じて変化するもの
しか将来継続出来ない事は過去の歴史により明
らかにされている。 幅広い世代、分野に亘る職
業人の集まるこのクラブの会員の誇りと魅力を
もつ奉仕事業が理想的に進化していく為に、今
後より魅力のある幹事に自身が進化すればクラ
ブは変わる。これは大いにありえるなと今終え
て考えさせられます。 今後クラブとして、将来
幹事の育成をサポートしていく事が必要であり
ます。もし、幹事拝命の機会があれば、喜んで引
き受けましょう協力は惜しまないので。自身の
良き進化は周辺に良い影響をもたらし、クラブ
がピカピカの歯車のように廻っていくのだか
ら。

御国に捧げん我等の生業

皆様こんにちは。 昨日は日本三大祭りの一
つ天神祭りが行われました。以前は、さすが天神
祭りの時期は暑いね。３４度ですね。と言ってい
ましたが、昨日は３８度でした。参加されました
方はお疲れ様でした。 本日は、大阪大手前ロー

☆☆

・匿名での文書の取り扱いについて、今年度に関
しては有効とは認めない。
・溝手会員の出席免除会員申請について承認。
・8/9会員増強推進月間に因み地区よりクラブ奉
仕・拡大増強委員長藤井様に卓話に来て頂く。
9/20ロータリーの友月間に因み地区より卓話
に来て頂く(9/6より変更)
10月米山月間記念卓話を米山奨学生のデン君
にして頂く。
11月ロータリー財団記念卓話を地区に依頼す
る。
・地区からの西日本豪雨災害義捐金の要請に対し
災害支援積立金より10万円を支払う。

☆☆ 先週（7 月 26 日）の卓話 ☆☆

望むは世界の久遠の平和

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

幹 事 報 告

☆☆

めぐる歯車いや輝きて

＊＊

☆☆

8 月度理事会決定事項

とわ

（以上敬称略）

タリークラブより岡田会長様と福井幹事様がお
見えになっております。大阪大手前ロータリー
クラブ様は本年度ＩＭ第6組のロータリーデー
の幹事と三世代合同例会の幹事をなさっており
ます。当クラブも最大限のお手伝いをさせてい
ただきたいと思っております。 後ほどイン
フォメーションを兼ねましたご挨拶をお願い致
します。 本年度第1回目のビアフレンドがござ
いました。新世話役は中村会長エレクトと吉村
会員です。吉村会員がもっと皆様が楽しくお酒
が飲めるようにこれからも努力します。とおっ
しゃっておりますのでビアフレンドの応援をお
願い致します。 次週は国際ロータリー第２６
６０地区 山本博史ガバナーのガバナー公式訪
問がございます。全員で心からお迎えをしたい
と思いますので宜しくお願い致します。 ここ
のところ災害とも呼べる酷暑が連日続いており
ます。 体調管理には十分に気を付けていただ
きますようにお願い致します。

☆☆

永久に栄えよ

15日 寺井 種伯
28日 末澤 正大

7月26日の出席率
73.91％
４週間前（7月5日）の
メークアップを含む出席率 91.11％
メークアップ実施会員
1名（欠席者5名)

我等のロータリー
ロータリー

7日 重里 國麿
24日 寺杣 晃一

☆☆

）内は会員総数を基準とした値

