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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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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
次週（９月１３日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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9日 安田 義治
16日 中村 健輔
21日 髙 田
肇
26日 福 井
興
（以上敬称略）
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ロータリー讃歌

「エジソンとテスラ」
高良

☆☆

話

（2442回）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
いまだに最高気温が３５度の猛暑日が続いて
おりますので体調には十分お気をつけくださ
い。
大阪府青年功績賞授与式のご案内をさせてい
ただきます。
9月1日 土曜日
場所：ドーンセンター（天満橋駅直ぐ）
午前11時より午後1時30分 解散予定（軽食有）
集合 午前10時30分 現地
今回は吉野と生駒なるかわとの合同卒業式で
す。
34名の卒業生に青年功績賞を授与させていた
だきますので、ロータリアンのご参加を宜しく
お願い致します。ちなみに8名の参加を頂いてお
ります。
８月２５日（土）に地区職業奉仕委員長会議が
大阪科学技術センターにて開催され、柳澤委員
長にご出席いただきました。

元当クラブ会員で現大阪大手前ロータリーク
ラブ岡田会長のご尊父でありました岡田恭三様
のお別れの会が、９月４日（火）リーガロイヤル
ホテル ウエストウィング２階山楽の間で午前
１１時３０分から午後１時まで開催されますの
でお知らせさせていただきます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①9・10月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②№2.3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。
③地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
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。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑤NO.5・7テーブル情報集会が本日18：00から「中
華旬彩 森本」にて開催されます。関係各位よ
ろしくお願いいたします。
⑥本日例会終了後「9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。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の拙い卓話、よろしくお願い致します。
山本 喬一
山本喬一会員の卓話楽しみです。 橋本 守之

☆☆ 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

１名
０名
０名
０名

会員総数
51名
会員出席
35名(43名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
8名

山本喬一さん 本日の卓話ガンバッテ下さい。
小生所用で欠席申し訳ありません。 中村 健輔
山本喬一さん、卓話頑張って下さい。
早退のおわび。
福原 哲晃
山本喬一会員の卓話楽しく姿勢を正して拝聴さ
せて頂きます。
中川 政照
山本喬一会員 卓話楽しみにしています。
在本 茂
山本喬一会員 世界大会ではお世話になりまし
た。本日の卓話楽しみにしています。
川原 和彦
山本喬一さん 卓話楽しみにしております。
永田 秀次
本日の5番・7番テーブル情報集会、多数のご参
加ありがとうございます。
末澤 正大
本日の5番・7番テーブル情報集会、多数のご参
加ありがとうございます。
坂東 信幸
平成30年8月30日

）内は会員総数を基準とした値

8月30日の出席率
81.40％
5週間前（8月2日）の
メークアップを含む出席率 93.48％
メークアップ実施会員
1名（欠席者4名)

30,000円

☆☆ 青年功績賞授与式 ☆☆

累計金

574,000円

９月１日（土）午前１１時から、ドーンセン
ターに於いて大阪府青少年ボランティアスタッ
フの卒業式が開催されました。髙田会長、田邉幹
事、郡職業奉仕副委員長をはじめ総勢８名が出
席しました。今回は吉野宮滝野外学校と自由の
森なるかわとの合同の卒業式で３４名の方に功
績を称え、賞状と記念品を贈呈しました。その
後、食事を取りながら卒業生と歓談し、卒業生の
皆さんの立派な活動を目の当たりにして、改め
てこの功績を表彰する青少年奉仕事業の大切さ
を実感いたしました。最後になりましたが、お忙
しい中ご参加いただきました皆様には厚く御礼
申し上げます。
青少年奉仕委員長
御木 威

「私にとってのロータリー」
山本 喬一 会員
1996年2月に入会し、現在で22年6ヶ月の会員
歴となりました。 入会当初は堅苦しい思いを
していましたが、いろんな人に出会いお世話に
なり会員を続けることが出来ました。特に故三
好三郎丸会員は印象に残っています。何事にも
全力投球でロータリアンとして人生の先輩とし
て尊敬できる人でした。また故山崎光弘会員は
新しい活動を実現する先輩と尊敬していまし
た。 １０年目を迎え、退会も考えていたとこ

コインサービスの報告
７/１
８/30

ろに幹事就任の話があり、10年もお世話になっ
たお礼と思いお受けすることになり少し深く
ロータリーに関わるきっかけになりました。
10年目以降で特に印象深いのは青少年交換事
業に関わったことです。何度も青少年交換のホ
ストファミリーをし、さらに地区の青少年交換
委員を４年間したことです。地区ではクラブで
ホストファミリーをした経験が大いに役立ち委
員会の運営に協力出来たと考えています。地区
委員会では他クラブとの交流や外国のロータリ
アンとも交流が広がるとともにクラブや外国地
区との問題解決など多様な経験が出来ました。
２０年とすこしを振り返ってみて、ロータ
リーは、私の人生を交流が広がりロータリーな
らではの経験ができてかつすこしでも奉仕がで
きたことで、私の人生をゆたかにしてくれた、
と感じています。

合計金

☆☆ 先週（8 月 30 日）の卓話 ☆☆

ロータリー財団
米山奨学会

残
高
受
入
現 在 高

0円
100円
100円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
９月第２例会のお知らせ
日 時：９月２６日（水）19:30～20:45
内 容：「青少年副委員長阪本様による卓話
仕事上で体験した喜怒哀楽について」
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：９月１９日（水）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
秋刀魚のハーブ風味ローストとタルタル、
ムスクラングリーン、ガーリッククリーム、
オーロラソース
グリルチキン、グリルベジタブル、ルコラ、
トマト・タラゴンヴィネグレット
柿とレーズンのケーキ
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトブレッドとバター

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

我等のロータリー
ロータリー

永久に栄えよ

－－No.５・７テーブル情報集会－－
8月30日に第5・７テーブル情報集会が 心斎
橋、中華旬彩 森本で開催されました。 髙田会
長・幹事・会長エレクトをはじめ16名の方に参加
いただきおおいに盛り上がりました。 名物よ
だれ鶏は非常においしく又、樽入りの紹興酒に
よく合いお酒が進み、とても楽しい時間を過ご
せました。
又、各人よりの近況報告、クラブの今後の課題
のお話など非常に勉強になる時間でした。
最後にお店の段取りから準備までしていただき
ました中川先輩、大変ありがとうございました。

