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まことの幸福は人助けから
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第505回例会平成4年12月8日（火）何

◇“それでこそロータリー”

◇出席報告

会貝 70(67)名 出職 54名

出席率 80.60%

前 Iml 12月l iZI (修｣l典出席率) 98.51%

◇ビジター紹介 4名

◇お誕生日祝福

松島夫人(11/15)、宮尾君(12/10)、深見君(12/16)、

上野君(12/16)、 _L野夫人(12/16)

◇ニコボックス

菊池昭元君卓諦をつとめさせて噸きます。

西村禎二君雑誌の窓を担当するに当たり

まして。

秋山茂則君 ｜暖かい冬です。

久保田皓君早退させて頂きます。

松島孝彰君ホームクラブ久し振りです。夫

人誕生｢l祝い。結媚記念I旨1祝い。

大谷和雄君名古屋短期大学附屈商等学校

バスケットボール部が東海テレビスポーツ選

奨を受微し佐野君の作品を頂く半になりました。

深見章君誕生日祝い。結婚記念1号|祝い。

宮尾紘司君誕生日祝い。

上野保君誕生日祝い。夫人誕生1]祝い。

足立一成君、小林明君結婚記念日祝い。

◇池田幹事報告

l.次回例会は年末会員、家族会で171二I (*)ホ

テルナゴヤキャッスルにて行います。15日（火）

の例会はございません。

2.ロータリーの友12月号が来て居りますので

お帰りにお持ち~ドさい。

◇松島親睦委員長よりお願い

来週の木IIMHl7日年末会員・家族会を行い

ます。参加者89名で、去年より20名職少ない

ということですので今からでも出脈できると

いう方は兼急堺務局までご連絡~ﾄさい。又、師

イIi恒例となりましたがプレゼント交換を致し

雨／晴

ますので、当'二|クリスマスらしいプレゼント

をお持ち下さいますようお願いします。

◇木全社会奉仕委員長より報告

昨I言I社会奉仕委員会より皆様のご自宅にゴー

ルドクレストをお届け致しました。1992年は環

境保全の年ということで先日地区大会でもす

ばらしい誰Wiliをお迎えして環境保全について

のお柵をうかがいました。環境保全に役血つ

101の方法という水がロータリーむけに出てお

りますが100瀞と101番にこのようなことが沸い

てあります。 “棚を植えて下さい。樹は成長過

凝で二酸化炭衆を吸収するので、空気の淌浄

に役立つし、地球の温'瞳化を減少させます｡”

“もう1木樹を柚えて~ﾄさい｡”会員の皆様の中

には、面倒が兇切れないというお言葉を頂蚊

した方もいらっしゃいますが斑境保全に我々

一・人一人が少しでも役立ちたいということで

毎年1本ずつ庭に植えて頂きたいと思います。

◇大谷会長侯拶

万災歌の謎－2－

先回の挨拶で、「壬['1の乱」のことを申し上

げました。この乱の陰に一つのロマンが秘め

られ、額田韮をめぐる天皇兄弟の確執がこの

乱を棚いたという説まであります。

袖を振るのは、恋人l剛士が別れる時、魂だ

けは結びついていたいという願いがこめられ

ています。「野守は見ているではありませんか

あなたが袖を握るのを」これに対する皇太子

の歌、「紫草のようににおうあなたを憎いと思

ったら人妻と知りながら恋をしましょうか｣。

どうも辻棲があいません。そこで、「戯れ」「宴

席のMII興」とか、皇人子は天智天皇のことだ、

など色々な解釈が試みられています。

異色なのは、李寧煕（イヨンヒ）というI降

国の作家が、「もう一つの万葉集」という作品

の中で、「万難集には古代韓国語なども剛いら

へ
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ラブも10周年を迎えたばかり、皆さん如何で

しょう。私は先茄の経験が今理解出来ます。

本日は前半を10年の歩みの主なII『を、後半

はロータリーの勉強をしたいと思います。

①名古屋千種ロータリークラブの創立

名古屋東RCの会員であった水野民也さん

と当時の厚生年金会館館長鈴木猛さんの二人

がキーメンバーとして、新入会員24名、計26

名が、昭和57年8月3日この部屋に集まり、

お互いに自己紹介を済ませ、水野さんから、

ロータリーについて或いは今後のスケジュー

ル等について、るる説明を受け、それから8

月16日(火)121I30'特別代表故余語栄三さんガ
バナーエイドの故山田巌男さん、東RCの会

長、幹事を迎え会員26名をもってml1立総会が
|則かれ、名古屋千種ロータリークラブは名古
屋東RCをスポンサークラブとして誕生し、

初代会長に水野民也さんが就任したのです。

即ちこの日が当クラブのiill立礪月口であり、

第1回の例会です。その瞳後8月24日、RI

加盟が承認され、第260地区（愛知、長野）内

88番目、第一分区内18番I~1、名古屋市内14番

目のクラブでした。第1向例会の水野会長挨

拶は『特別代表の余語先生（産婦人科医）の

手により取上げて頂いた新生児は今出たばか

りで、只今からRIの会員として息吹きの空

気を自分の肺で吸う事を覚え、自分から立ち、

自分から歩く事を学ばねばなりません。そし

て一日も早く皆んなの努力で地区内の新しい、

ユニークな立派なクラブをXillりましよう』と

力強く挨拶をされました。クラブの誕生を人

の誕生にたとえて判り易い素晴らしい話と聞

きました。

そして10月1911、チャーターナイトが当会

館ホールにて当時の会員39名をもって行われ

ました。本当にロータリーを知らない同志が、

知恵を出し合い、或時は肯筋をたてて議論し

合い、夫人の参加も得て予行練習を重ね、実

に登録会貝915名と言う多くのロータリアンを

迎え、緊張の上にも努力が実って大好評の成

果で終りました。

今でも思い出すll寺感脈蹴であります。 11#の

RI会長は日本人として始めてRI会長とな

られた向笠広次さんで、そのRI会長テーマは

｢人類はひとつ世界中に友怖の橘をかけよう」

でありました。

②ロータリーとロータリー精神

よくガバナーや分区代理その他の先稚が、ロー

タリーは会員相互の職業上、相互扶助と親|朧

友好を目的として設立され、更に会員は1業種

1人を原1111とし、政治や宗教の思想を持ち込む

蛎を禁じ、会の述営に当たっては互譲の糀神

から1年の輪希制とし、更に出席をクラブ活動

の根本義務とした事などが今日のロータリー

れ、雌副||歌、未詳歌として知られているもの

はそれで読むことができる｡」と、それによる

と、この二首はすべて韓国語で、
ごくごしょん さら ばらせ〈ぼろ 分《ね び圭圭ろ がね

茜草指(股が)武良前野逝標野行
ばるじきしや めに暉じえ 〈で がさ ばるよ

野守者不見哉君之袖(はさみ)布流

（ひろげり）

皇太子の答歌
ぼららよいん §､ ぽくら いも臓

紫草能示保倣類(愛しや)妹乎
いるごげろわ いんさごに

示苦久有者（失い芳し）人嬬故氷（言葉
厳 3ﾌひ

をかけてきたので）吾恋（ひそやかに）
ぬんぱるも

目八方（脇見せむ）

（あかい股が紫色の野原を行きます標野

を行くのです野守は見ていないでしょうね

あなたが私のはさみをひろげるのを）

（紫単は可愛らしいイ~Iを失って苦しいのだよ

ことばをかけてきたのでわたしは人目につ

かないように脇見をするけれど）

会員の皆様、このように万葉の解釈に挑ま

れてはいかがでしょうか。

へ

◇講演

"10年のロータリーを噸みる”

会員 菊池昭元職

"U$AifYMAj"
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皆さん今日は、 7年振の登埴です。バブル

のパンクで不安の内に明けた92年も早や師走

も8[1となりました。そしてこれから先93年

度の見通しも不透明のまま暮れようとしてい

ます。

今[1の卓話も早くからプログラム委員会か

ら指名されて居りましたが結局泥繩となった

様です。話は言う迄もなく聞いて頂く側に感

心がもたれる内容でないと、あちこちから私

語が聞こえて来て、アシ~､今日の話は受けな

かったなあ…と反省しますね。かつて11({和60

年5月26日に、大須RCのチャーターナイト

がありました。その式典で、大隈特別代表が

『5年10年たつと、ロータリーを忘れたロータ

リアンが多くなる。私も残念ﾉ|ざら、この傾向

を否定し得ませんが、どうか皆さんは今日の

この気持ちで初心を忘れず、 5年10年後も頑

張って下さい｡」と挨拶されました。丁腱当ク

一
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の存続と益々の発展を遂げている要因である

と聞かせてくれました。素晴らしい事と同感

します。この例会場はその親睦と友情を深め

る場所であり、参加する事によって、人と人

とが善意と思いやりの上に結ばれ、そこから

和が生まれ、奉仕が生まれてくるのであって

参加なくしては何も得るものはありません。

ロータリー精神とはどうゆう事を言うのかと

言えば、各自が他人の立場に立って物を考え、

他人の役に立つ様な行動をし、使う人の身に

なって物を作り、買う人の身になって物を売

る、受ける人の身になってサービスをする、言

うなれば相手の身になって思いやる心であり

まして、このロータリー精神を基本として行

う事がロータリーの奉仕でありましよう。こ

のロータリー糒神を基本として行う事がロー

タリーの奉仕でありましょう。このロータリー

精神を毎日の心状としたいものと考えます。

③私の会長年度第4代目

7年前の会長年度は、副会長を秋山さん、幹

事を宮尾さん、SAAを和田さんと言うメンバー

でした。今日迄それ以来4人会として年に4回

位の会合を持って友情を深めて居ります。そ

して海外姉妹提携をオーストラリアのボタニー

コガラ、ハーツビルの3RCと提桃しました。又、

日航機乗客乗員524名が関係する航空史上最大

と言われる墜落事故が起き、丁度職場例会の

日で会長挨拶で被災者の御冥福を祈った事も

ありました。又、世界最大のタンカー運行会

社三光汽船が5,300億と言う負債を出し倒産、

事実上のオーナー河本国務大臣の辞表提出な

んて言う事も起きた年でもありました。

折角の機会ですので後半はチョッピリロー

タリーの勉強をしましょう。対象は新しい会

員であります。御了承の程を1 1

④国際ロータリーの会員とロータリアンについて

まずロータリーの運営はこの手続要覧によ

って運営されています。RI定款第2条にはRI

即ち国際ロータリーは世界のロータリークラ

ブの連合体で、組織規定によって課せられた

義務をたゆまず遂行する加盟ロータリークラ

ブによって構成されて居り、RIの会員は世界

中にあるロータリークラブであり、吾々ロー

タリーアンはそのそれぞれのロータリークラ

ブの会員であると明記されています。

⑤ロータリーの綱領とフォアーテスト

吾々のクラブ計画書のトップや、ロータリー

手帳のトップにロータリーの綱領と四つのテ

ストは必ず載っています。ロータリー綱領は

RI定款第3条であります。四つのテストとは

手続要覧第5章に職業奉仕について書かれて居

り、その中で複製及び使用する時は総てこの

形式で作成されなければならないと詳しく定

められています。

⑥RIの公式徽章

手続要覧第18章、名孵と徽章の項の徽章に

ついて定められて居ります。まず名称につい

て、ロータリーという名称は最初のクラブが

会員の事業所を輪番制で例会を開いたという

慣例に由来している。とありまして、次に形

や寸法が定められています。6本の輻と24の輪

歯及び一つの模穴のある歯車である。 1個の輪

歯が各1胴の中心線上にあり、輻と幅の中間に

は3個の輪歯がある。ロータリーの文字は上部

の窪みに輪歯5ケ分の長さで、インターナショ

ナルの文字は下部の窪みに輪歯約9ケ半の長さ

とし、両側に文字のない二つの窪みがある。正

確な設計をする比例は次の通りである。全体

の直径61単位、中心から輪歯の基部まで26、輪

縁の巾（内端から輪歯の基部まで）8％、こし

きの直径12，幅の直径7，輻の巾I!lllの中心側7、

輪縁側5,幅の断面は楕円形である。喫穴巾1％、

深さ7／8、輪歯の巾基部で4％、先端で2％、

高さは4％、そして両側にやや膨らむ文字のあ

る窪みの巾5％、文字の高さ4、そして色も定

められて居て、輪縁の四つの窪みはロイヤル

ブルーその他文字共金色、輻と輻の間、中心

と模穴は空白とする。直徽章の使用や不当な

使用等についてもこの手続要覧に細かに定め

られて居ます。

⑦ロータリーの誕生について

1905年（明治38年)2月23日の夜、アメリカ

合衆国シカゴのデイアポン街のユニティビル

にあった鉱山技師グスターバス、ローアの事

務所に、仕立屋のハイラム・ショーレーと弁

護士のポーリハリス、及び石炭商のシルベス

ター・シールの4人が落ち合いポールハリスが

実業人と必ず心からの友人となれる、又職業

の違う者が定期に集まり、一つの職業から1人

なら競争もなくよいのではないかと3人に提案、

説得し、遂に3人の同意が得られた。これがロー

タリーの原点であり、更にポールハリスは印

刷屋のハリー・ラグルス、不動産屋のウィリ

アム・ジェンセンも加えて、3月9日石炭商シー

ルの事務所を連絡所とし、更に3月21日にはシー

ルを会長に、不動産屋のジェンセンを幹事に、

仕立屋のショーレーを記録係、印刷屋のラグ

ルスを会計として、ともかくクラブの形を整

えた。そしてクラブの名を「ブースター」と

呼んだ。やがてお互いの仕事場を見聞する為

一
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－青少年奉仕委員会活動報告一一一

「小学生バスケットボール大会」の後援

12月6日午前9時から、名古屋短期大学附属

高等学校体育センターにおいて、大会が行わ

れ、愛知、三重、岐阜、静岡の精鋭8チームが

技を競いました。全国ミニ大会での優勝チー

ムを含む強豪ばかりで、白熱した試合が展開

されました。とくに、優勝した昭和チームは

名古屋市の各地から集まった小学生で、身長

176センチの有望選手もおり、圧倒的な強さを

見せつけました。

に会合を持ち回りにし、会長や役員も1年毎の

回り持ちにしていた事からロータリーと名付

けたのであります。其の後ロータリーは、フ

ィリピンのマニラ、中華民国の上海、インド

のカルカッタと進み、1920年10月20日、遂に三

井銀行の米山梅吉の手によって日本の最初の

東京RCが誕生、翌1921年4月1日、登録番号

855を以て承認された。

当時RI会長の事をロータリークラブ国際連合

会会長と呼んで居たそうです。そして日本の

2番目は大阪RCで、1922年11月17日‘l1立、翌

23年2月10日登録番号1349で承認されたと言う

事です。3番目に1924年8月13日神戸RC、4番

目に同年1924年12月17日名古屋RCが設立され

ました。

以上ロータリーの誕生、そして日本の最初

のロータリーを取上げて見ました。

長時間のお付合い有難うございました。何

か得るものがありましたら、私の喜びとする

ものでありますb之を以て終らせて頂きますb 蕊 へ

畷蕊蓑
隙I鍛畢皐 … －－ F 陸唾鯉坐露匡=一一一一-一 ＝－

当日の出場チーム、組合せ、試合結果は、次

のとおりです。

大垣（岐阜） 9 ：68昭和 （愛知）

刈谷（愛知） 6 ：27浅羽北（静岡）

湖西（静岡）25：26 日進 （愛知）

岡崎（愛知) 38 : 12伊曽島（三重）

昭和48 : 10浅羽北 日進20 : 27岡崎

昭和50 : 6岡崎 浅羽北14 : 18日進

成績

優勝 昭和ミニバスケットボールクラブ

準優勝 岡I崎子どもバスケットボール教室
第3位 日進町ミニバスケットボールクラブ

第4位 浅羽北ミニバスケットボールクラブ

優勝選手

肢優秀選手 徳守 歩（昭和）

敢闘賞 辻 望美（岡崎）

◇例会変更のお知らせ

名古屋瑞穂RCl/7(木)夜間例会の為18:00より

名古屋名東RCl/12(火)和合RCとの合同例会の

為1/13(水)ホテルナゴヤキャッス

ルにて

◇例会休会のお知らせ

（ビジター受付は致しません｡）

12月30日（木）名古屋南RC

1月4日（月）名古屋中央RC

1月5日（火）名古屋名東RC

◇お知らせ

会員木全昭二君が12/7付でシニア会員に

なられました。

◇次回例会（12月17日）

年末会員・家族懇親会（ホテルナゴヤキャッ

スルにて18:00より）

◇次々回例会（12月22日）

年末例会（立食）

たいまつ

ロータリアンは前任者より松明を受けつぎ

誇りをもってそれを掲げ、次に続く人々に

渡さなければならない。

チャールスCケラーRI会長

ロータリーの特色を一言で表わすとしたら

“もっと”と云う言葉につきるだろう

ロイス・アビーRI会長

4人から始められたロータリーの組織が80数

年の間に今100万人を超す偉大組織となり壮大

なエネルギーを感じます。社会の組織作りに

大きな示唆を与え、特に日本に於ては封建時

代からの縦型の社会しか知らなかった国に械

型の社会を定着させたロータリークラブの功

績は誠に大なるものがあります。戦後の日本

に責、凡、老、若、揮然一体の平等感のある

新しい社交スタイルが民主的社会のあり方を

示し、業種の違ったすぐれたメンバーから学

ぶ例会と云う教室が毎週開かれ、“もっと”“も

っと”という前むきの向上心を養い、真実の

追求をし、総ての事に輝かしい希望を持てる

楽しい人生を得たいものです。 ！！楽しいクラ

ブライフより。

以上ロータリーの友を読んで

担当西村禎二君

昼

!…茗磯鮖函羅毫熟蝋yｻ畷
｛ル部の全国大会での優勝は､インターハイ5回､；

|職鯛撒含縄辮湾； ツ選奨を頂くことになりました。

i一…一…一一…一；大谷和雄君 ！
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