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◇“それでこそロータリー'’

◇出席報告

会員 62名 出席41名

出席率 6613%

前回 3月6日 （修正出席率)98.39％

◇ビジター紹介 4名

◇お誕生日祝福

安藤夫人(3/16) 、石黒君(3/18)

◇ニコボックス

水野民也君スピーチの誰演料とあずま会

のPR･

西村禎二君 フk野民也様、菊池様、菅原

様、吉田様、小林様、加藤大豊様、太田様、

息子の法戦式にさいし本当に色々有難うござ

いました。

石黒正則君誕生日祝い。結婚記念日祝い。

安藤釜之助君夫人誕生日祝い･

林 淳三君、太田茂君、江崎民夫君

結婚記念日祝い。

◇大口幹事報告

l ~ 南RCよりローターアケト会員を推薦し

て頂きたいとのお願いがございましたので

よろしくお願いいたします。

2． ロータリーの友3月号がきております~の

で、お帰りにお持ち下さい。

◇米山奨学生李君挨拶

私はきょうで2年間の米山奨学生を終了に

なります。大変お世話になりました。皆様の

おかげで&1月にマスターコースの修了とドク

ターコースへ進学ができました。

人生は一つの出会いと患います。皆様のよ

うなロータリアンと出会えたことを、心から

感謝しています。あと3年日本で勉強するつ

もりですが、今後共よろしくお願いいたしま

す。どうもありがとうございました。

◇黒須会長挨拶

“ロータリーの会合”

ロータリーには種々の会合が千種ロータ

リークラブ、 276地区あるいは国際的にあり

ます。

l ~千種ロータリークラフ'の会合

l) クラブ例会

毎週1回クラブ細則に定められた日および

時間に定例の会合を開きます。 （本ロータ

リーでは火曜日12:30～13 30です）。親陸を

深めるための職場例会、合同例会もこれに入

ります。

2） 加盟認証状伝達式

新たに@ll立されたクラブがR I理事会に

よって、正式に国際ロータリーに加盟承認さ

れ、加盟認証状をクラブに伝達する記念式典

です。本クラブでは1982年10月19日に行なわ

れました。

会員は他の新設クラブ'の認証状伝達式には

出席することが望ましいとされています。

3） 年次総会

クラブ細則の定めるところに従い､毎年12月

上旬に開催し、理事の選挙を行います。定足

数は会員総数のl/3です。

4) クラブ理事、役員会

クラブ細則に従い、毎月開催します。定足

数は理事、役員のメンバーの過半数です。

5ノ クラブ・アッセンブリー（クラブ‘協議

会）
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クラブの運営および活動について協議する

ために、 クラブの理事、役員および各委員会

の委員長が集まる会合で、少なくとも年6回

の開催が必要とされています。すなわち、年

度初めガバナー公式訪問の少なくとも2週間

前、公式訪問の時、地区大会後、年度後半の

初めおよび年度末が一般的です。

6） クラブ・フォラム（クラブ討論会）

クラブ会員にロータリー情報を衆知徹底さ

せるため、随時開催されます。ロータリー情

報に精進した会員をリーダーとして、 自由討

論する会合です。 4大奉仕部門の各部門をと

りあげて、少なくとも年4回以上なるべく充

分な時間をかけて実施します。

7） クラブ委員会

各委臺長によって、必要の都度随時開催さ

れます。

8） ファイアサイド・ ミーティング（炉辺会

合）

会員を10各内外のグループにわけて、各グ

ループ毎に会員の自宅で夜間会合を開き、

ロータリーに対する関心と活動を促すと同時

に会員相互ならびに家族との讓睦をはかるこ

とを目的としております。 リーダーを定めて

形式ばらずに自由にまた活発に意見の交換を

行います。

9） 家族会（家族親睦会）

会員、家族の親睦をはかるために開催され

ます。同会では創立記念日、年末、春期に

行っております。

10)その他‘ 同好の士によるゴルフ、マー

ジャン、ダンス、食べあるきなどの同好会が

あります。

2．地区の会合

l) 地区大会

RI会長代理の地区に対する挨拶及び地区

の問題および国際ロータリーに関する事項を

広く討議し、 ロータリーの綱領を推進すると

同時に会員が家族とともに誤睦を深めるため

に行います。本年は長島で5月12H (jz) 1

3日 （日）に津島ロータリークラブがホスト

になって行い室す。

2） 地区協議会

地区ガバナーが主催し、次期ガバナー（ガ

バナーエレクト）の指導の下に開催されます。

開催日は国際協議会終了後なるべく早い時期

に行い．その目的は次期のクラブの会長~幹

事、理事、役員、各委員長に次期RI会長の

方針を解説し、 クラブ運営の方法について、

協議ならびに教育を行います。地区協議会は

和合ロータリークラブがホストで6月10日に

開催されます‘'

3） インターシティ ・ゼネラルフ:1.ラム〈都

市連合討論会）

各分区単位に開催され、その主な目的は

ロータリー情報および教育であります。 2月

17日に都ホテルで行なわれました。

4） 各委員長会議

各クラブの社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、

クラブ奉仕などの委員長会議が276地区ある

いは名古屋市内15ロータリー合同で年に数回

開催されます。

3~国際大会

ロータリー精神の高揚、ロータリアンおよ

びその家族の国際親善をはかるために開かれ

る年次大会であります。会社の総会のような

ものであり、同時に理事、会長および地区ガ

バナーの選挙を行います。

なお、 2年に1度規定審議会を開いており、

提案された制提案および決議案を審議して大

会に提出し、採否を投票によって決定します。

本年度の国際大会は米国オレゴン州ポート

ラント市で6月24～27日に開催されます。

一

◇講演

‘‘ロータリーとは”

会員水野民也君

愛知郡千種村、 この辺は螺ヶ池で、池の岸に

はせんだの木、蕊、葦、池面には菱が広がり

怖い様な状況でした。

この様な時、ニューヨークの北400k師の

バーモント州のウ十一リングフォード生まれ

である． Pハリスがその田舎からシカゴに出

てきた、 シカゴの状況は人口170万人その大

多数は外国からの英語の話せない金もない移

民の一世達で、ギャングの親分カポネの全盛

時代であり、荒廃の極にあり、 「商莞に情け

は無用」 「商売と友情は両立しない」 「同業

者は敵であるj 「人をだます奴は賢く、だま

される奴が馬鹿」と言う考え方が大勢を占め、

商取り引きは総て「品質と価格の確認は買い

手の責任」であり。

36才の田舎での弁護士には友達も無く、誰

も信舸出来ない、貧困と不信と孤独、そして

生活の余裕もない、取り引き先もたやすく出

来る状況で無かったと患われます。

その孤独と疎外感に悩み「我々は友愛の気

持ちを持って親しみあい、仕事の上で知り合

いの輪を広げて行くため、一つの職業から一

人だけの会員を選び、定期的に例会を開く」

一
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事を弁護士のハリス、石炭商のシール、鉱山

技師のローア、仕立て屋のショレーの四人が

ローアの事務所のあった、ユニティー・ビル

7階にあつまって決めたのが2月23日のこと

でした。その年の暮れには30名の会員となっ

た。

この持ち回りと一業一人制がロータリーの

専売のように言われているが、古くはソクラ

テス、キケロの時代にも、またl7世紀にロン

ドンに「ローダ」、 18世紀には「ローテー

ション」の名のクラブがあり、毎週例会をし

たとの記録もあり、 「2ペニー」 「ジャン

ツ」の名のクラブもありましたが、長続きし

ておりません。

その理由としてハリスは「奉仕の理想」へ

の熱意にあったとしております。

Rotary Clubの名前を付けるまでの色々の

案がありましたが。

Rotationを表すRotaryとなりました。

それは1905年の3月23日の事でした。今F

FF(Free FroinFemale)の名前であったらど

んな事になっていたでしょう。

この様な時期、 このシカゴはこの様な会の

出来るのに打って付けであり、その会を真似

て1908年にサンフランシスコに、続いてオー

クランド、ロスアンゼルス、更にニューヨー

ク、ボストンに、 1910年8月に14クラブの代

表を含めて60名がシカゴに集まり、 〔全米

ロータリー・クラブ連合会〕の発足を見まし

た。

その時のクラブ数は16で会員数は1800名で

あり、その時の申し合わせは

l ~ ロータリーの拡大

2．規約、原則の統一

3．市民としての誇り、忠誠、

4 ．進歩的で尊敬すべき商取引の方法

5． 個々の会員の商業上の利益の増進

3， 4， 5は日本的に考えて面白い点である。

最初のシカゴの定款は

l ~職業上の利益の増進

2．親交、社交の増進

その年の内にシカゴ市の振興、市民として

の誇りと忠誠の精神を鼓舞が加えられた。

であり、アメリカ的の考えがあり、満州への

進行時、第二次世界大戦の時の対応に問題を

なげ掛けた。

1911年にはロンドンに、マンチェスターに、

設立されております。

The Rotartionの初めは1912年の9月である

が、その元は1910年のハリスの論文であった。

ちなみに、 「ロータリーの友」は1953年

（昭和28年) 1月に創刊され、十年後には公

認の地域機関紙として編集第一位を取り、

The Rotat ian紙は取らなくても良いことと

なる。

今はDistrictになっているが、 Divisionの

名で地区が設けられたのが1912年のローリー

・クラブ国際連合会でした。

その時はアメリカ合衆国5、 カナダ2、イ

ギリスlでクラブは50、会員は5. 000と言わ

れております。

ロータリーの倫理訓と言うのがありますが、

その要旨は簡単にして

1 .我が職業は価値あるものであり、奉仕の

絶好のチャンスである。

2 ~ 身を修め、能率を向上する事により、奉

仕を拡大する。

3．実業人であり、道徳を重んじ、正義と道

義にもとずかない成功は望むべきでない。

4．商品、サービス、創意工夫を商売とする

とき、道徳に基ずく信念を持つこと。

5 ~ 同業者にも自分の職業の成功を話し、同

調させる努力をすること。

6 ~ サービスの完全性を追求すること。

7 ~最大の財産は友人である。

8 ~本当の友人には強要は無く、妄りに友人

の信頼を用いてはいけない。

9 ~道徳的に一般に使われない方法による成

功は望まない事。

10. ロータリアン同志は拘束、競争は慎み、

協力すべきである。

11.すべて他人からして欲しいと望むなら、

その通り他人にもすべきである。

これらのすべてはロータリー網領、 4Way

Testに含まれている事である。

1914年第一次大戦でロータリー・クラブの

拡大も止まったかに見えたが、南米の英語圏

以外に拡大の方向を取られた。

1918年には大戦に従軍しているロータリア

ンの為の『フランス連合RC」作られパリR

Cの先駆となった。

1919年となり、 マニラ、上海、 カルカッタ、

そして1920年に東京、ブエノスアイレス、マ

ドリッドに1921年にはメルボルン、 ウェリン

トンに拡大世界の五大州全部に足掛かりが出

来た。

さて、日本のロータリーについて

1921年4月1日日本の第一号であり、国際で

第855号である、東京RCが誕生しました、

69年前の事です。

その経緯はよくご承知と思いますが、 198

9年当時三井物産の福島喜三次がダラスRC

の会員であり、その話を米山梅吉が聞き、心

を動かされて帰国、 1920年1月になり、福島

が帰国、日本にRCを作る様に本部からの要

請もあり、漸くその10月に東京銀行クラブに

於いて24名で創立総会を開き、会長に梅山、

幹事福島で承認に漕ぎ付けた。その当時はす

今

へ
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その年の1月には東京、 4月には大阪、そ

して7月には各地の各曜会の有志が東京に集

まり、 「ロータリー復帰協議会」が出来、講

和条約を期に復帰する準備をすることとなっ

た、その時のクラブは18で会員は1. 050名で

あった。

1949年3月23日東京仮RC、東京、京都、

に続いて大阪､名古屋､神戸で承認は4月13日

であり、時の名古屋の会長は八木富三氏で

あった。

「奉仕の理想」 「我らの生業」は1935年に

京都の大会に於いて、 また「手に手つない

で」 「どこであっても」は1952年大阪の大会

で決められております。

ロータリー50周年記念4Way Testの日本語

訳もされている。

1959年（昭和34)年は名古屋東RCが5月

24日の創立総会で年度最後の6月30日の承認

でした、 10月にチャーター・ナイトを計画し

た所、伊勢湾台風のために翌年の3月6日に

変更し北RCと合同で市公会堂で行われまし

た。

東RCより、佐藤知雄G、地区幹事、地区

大会、余語分区代理、尾関分区代理、そして

1982年当時分区代理であった、尾関重雄君が

大隅Gの要請に答え、新クラブの設立を東R

Cの理事会の決議として、小生に話があり、

直ちに特別代表を余語君にお願いをし、まず、

会員を最初24～25名にすること、幹事の委嘱

を第一に、例会場、事務所、創立総会、

チャーター・ナイトの日取り、 RIへの書類

の提出、東の時とは違い、殆ど日本文、それ

も東京での決済事項が多く、尾関さんから話

のあったのが6月の半ば､創立総会が8月16B

で、承認が8月24日、チャーター・ナイトが

10月15日でした。

我々の千種RCは1982 (昭和57)年の承認

ですから、日本に於ける1561番目の承認で、

その年度に出来たRCは27RCあります。

何らかの交流があれば面白いと思います。

ライオンズ・クラブは1917年にテキサスの

ダラスに於いてメルピン・ジョーンズにより

提唱され、エキスチェンジ、キワニスと共に

アメリカにおける四大奉仕クラブの一つであ

り、 1952年に東京に初めて創られた。

べてが英語であるので、会員の資格も英語の

堪能な事が一つの条件であった。

大正11年に大阪、 13年に神戸、名古屋でし

たが、世界のRtnの総数はもう10万人を越

していた。

その後のRCの拡大に繁がったのは、関東

大震災にRIから25,000$、シカゴ1, 500$

各国の503RCから総額89.000$に及ぶ義援

金、物資が贈られた事でした。

大正13年の12月先々代の伊藤次郎左衛門が

会長となり名古屋RCが設立され、翌年4月

14日にチャーターナイトが2日に渡って行わ

れた。

昭和となり1927年にクラブ奉仕、職業、社

会、国際奉仕の四つの道が開かれた。

昭和3年には日本、朝鮮、満州で地区を作

り第70地区とする事を強引に決め、その直後、

東京に太平洋ロータリー大会がもたれた。

京城、大連、奉天、ハルピン、台北、高雄、

新京

1931 (イクサハジマル) [昭和6年〕関東

軍により満州への進攻が始まり、 リットン卿

の国際連盟への報告、それを無視しての満州

国の独立、 とあり、世界的の恐慌もあり、 こ

の時期はRCの設立も少なく、第二次大戦時

と共に会員数も減少した。

1938 [昭和13年〕京城での年次大会で南朝

鮮総督はロータリー精神と滅私奉公の精神の

合致し、その理想は日本古来の道徳と一致す

ると述べ、小磯軍司令官は「我がためになす

は我身のためならず、人のためこそ我がため

と知れ」の古歌を示して日本精神との一致を

示した。

その頃は46RCで2.006名の会員であり、

全国一地区で、翌年から三地区に別れ1940の

脱退まで続いた。脱退時のクラブは48、会員

は2. 142名であった。

1939年にはロータリーは秘密結社でありス

パイ活動の一員のごとき展示があり、強く抗

議をして有田外相から否定の答弁を貴族院に

於いて答弁を得た事件があった。

脱退後、名古屋は同心会、京都水曜会、大

阪金曜会、東京水曜クラブ、札幌職能クラブ、

横浜同人会その他19クラブが残ったが、有名

無実であった。

この間RIは33カ国、 484RC、 16. 700名

を失った。

1945年8月15日の終戦となり、その3月に

グアムRCの復活に始まり、フランス、ベル

ギー、オランダ、 ノルウェー、フィリピンで、

66RC、その他の国でも復帰が続々と増えて

きた。

1946年4月28日には米山が、 1947年1月2

7日P~ ハリスが世を去っている。

へ

へ

◇次回例会

講演

作家

藤

（3月20B)

"天山”

公之介氏 （紹介菅原君）

◇次々回例会（3月27日）

講演 “第1回美シリーズ

会員 黒野貞夫君

書…
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