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－みんなに奉仕を
-ServePeople
l983～84年度RI会長ウィリアムE. スケルトン

みんなにロータリーを
ShareRotaryNo.2 (1983～1984)

第46回例会昭和58年7月12日（晴）雨~

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員47名出席41名

出席率87.23影

◇前回 7月5日（修正出li'if率) 97.83%

makeup

秋III君(7/7JKIW),深兄荊(7/9'､j:III)§加滕(保）

君.(7/8北), i<I I君(6/30端穂), ↑秘}:"(7/9'､j

III),群原？~『(7/2 ､j: l ll)

◇ビジター紹介5滴

◇ニコボックス

水野(氏)1↑(バッジをつけ忘れまして)， ′ﾊ:脈

糾（7月1 1 1, ||皮胤に州泳として10,|"I=| ｢･W-

ンスイミング艮良」オープンしました。これ
からもよろしく), I I -ド;ﾊ･(退会にあたりﾉｹ陵

のT･,I!MRCの発腱を祈ります),久保l 1 111.(ニ

コボックス姿liになりまして), 1dIMI ;ﾊ･(*l l

卓話させてⅢきます), >{i l l lハ. ｡ jj灘,ﾊ・ ・芥

I IJI･ 。成l 1171. ｡ )､|､“,（・力l1)K(ﾉ<)ハ・ ・林ハ・ ・

菊池溝。竹内調． ． 'A:jjj( ,例・ ・杉III腓。浜IIﾊ･ ･

加藤(保)刑･(前ｲ|:"100彩出職のよろこびにあ

たり）

◇三輪幹事報告

1‘ 本l 1例会終了陵, IM;lili総会をMH催いたし

ますので会興の方々はそのままお残り｜､.さ

い。

2. 8jj20I I (L)の新入会興識押公の窒内

がIIIいている公世のﾉｺ々は水| !が締め切り

になっていますので~'lf務ﾙﾘまで述絡ドさ

いり

3． 9月24（土), 25(1 1) 1 Iの年次入会の

IIIし込みの御返!fをされていない方は篭急

御連絡卜・さい。

◇日下君退会の挨拶

1年弱の短い問でしたが，符方liliで御活躍

の皆様とお知り合いになれたことはとても光

栄に存じます。このたび東京での，"災を開始

することになりましたので撰念ながら退会さ

せて頂くことになりました。短い間でしたが

いろいろお世話になりありがとうございまし

た。

◇1982～83年度100％出席者記念品贈呈

､1年

加藤保三君，菅原宣彦職

◇新入会員紹介

たかL

氏 翁 小池宗期．

／|､:ｲ|ｿ1 1: 1 昭和8年7月281 1

'ji:災所 （株）三l1f

千砿I>K水臘通り1-20-1

TEL 262-3030

地 位 取締役経蝿部長兼所長

l'l '･だ 愛知郡I:.1進町梅森新l_,135-262

椎戯者 成III良治

職巣分蹴 ′セ地建物分繊

委貝会 職業泰仕,"ll鶇活動

◇竹内会長挨拶

会長の私がこんなことをif'してばたか－い

のですが，率腫に言って時々ロータリアンて

何だろうとフト思いますcそしてついついル

ーツの探訪を試みます。
ご'武知のようにロータリーの歴史橇20世紀

と共に始まったといわれます。 19054|不況と
荒廃の街シカゴにおいて弁謹士ポールハリス

の呼びかけに, ;(f炭屋，洋服屋，鉱1I1技師の
3人が集まり話し合ったのが今日のロータリ

餌、
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◇講演－の堆礎と言われます。

それに後れること15年, 1920"米111悔吉に

より日本における岐初のクラブ“来京RC''

が誕生します。会員の逃埼には厳通でﾈ|:会的
地位のほか，特に語学力に注怠が払われたと

のことです。その後， 2～3年の間に人阪，
神戸ほか次々にクラブが設立されますが，何

れもその都'i'.における一流の実業家，一流の

名士を会員とする肌潮となり， これがH本の

RCの特色となりロータリアン即エスタブ

リッシュメントであり, R. 1 .の【| 1でも異色

の存在であったと「日本のロータリー60年

史」 （以下60年史とI略）には‘記述されており
一一

琴9．

大東亜戦争で.RCの空白11$代を迎えます

が，戦争の終結をみるや間もなく1949年に

R. 1.への復帰がかない，東京，人阪はじめ

主要都市の7つのクラブが復活します。翌

1950年朝鮮戦争が始まり特需景気により国内

の経済は一気に回復しました。
それに歩調を合わせてその2～3年の間に

次々と新クラブが結成され，一気に54クラブ

になったとのことで『60年史』には「戦前20

年かかって， しかも満州，朝鮮，台湾と包柄

して猫50に満たなかったものが， 2年3カ月

でたちまち54とこれを追い越した」と感雌吐

気に【弛述されております。それには尖災人士

体から戦後は医il'li, TFI;". |:, '､j4者，技術省，

芸術家，僻侶呼あらゆる｣倣業から公凸が進ば

れたことが11了紮の絲済の成長と共に要|劇にな

ったと記されております。

『60年史』がl l lしますように戦I)ijのわが脈|の

R・はR. 1.の!|1でも異色であったと考えら

れ, R.バッジそのものが社会的地位の象徴

であったとIIIせましょう。しかし戦後はどう
かということを考えてみたいのです。勿論地

位の象徴の側liliはありますが， クラブと会典

数の哨加と共に端的にlllせば#|:会，職業，阿

際その他の名祁の準||活動を通して初めてロ
ータリアンとしての実体が定まるのであっ

て，ただ漫然とR.バッジをつけていてもつ

まらないではないか， という感じが致しま

す。R. I.スケルトン会長のターゲットSha
reRotary-ServePeopleの呼びかけも私は

そついった意味で受けとめております。

存在そのものがロータリアンであった戦前
から戦後は諸繩の綱飢規約の線に沿っての

アクションが伴って初めてロータリアンたり

得る時代へと良い意味で変貌に来たと思うの

です。

業朴な菩意であれ，小さな行動であれ， シ
カゴの4人への原点復帰こそが人切で，即ち

ShareRotaryが生れるのではないかと/号え

ます二
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“長幼の序”
会員尾関武弘君
紳士服の歴史は，江戸幕府末期の開国前夜
あたりが，わが国での始まりと言えます。
西国詣藩の近代軍隊の設置に伴い，軍服の

需要が起き，又明治になってからの官吏の制
服化，外国との交流等で，一段と拡がりまし
たが，国民全体が既製服として認識したの
は，中準揖変の始まるあとさきから政府の指
導で着用された，いわゆる国民服からではな

かったかと思います。しかし背広と言うもの
は， オーダーメードがほとんどで戦後になっ
て既製服が一般に理解され，需要が拡大し，
現在では紳士服における既製服の割合は90％

に近づいております。さて，私は，紳士服メ
ーカーの本業の他に， ゴルフスラックス， ウ
エアーを製造販売する会社を共同でやってお

ります。 "PGA"と言うブランドで， これ
は日本プロゴルフ協会の推薦を得，その頭文
字をブランド名にしたものですが，生産聴地
の確保と言う‘意味もあって， 1974年に韓国の
釜Illに縫製12場を合弁で設立しました。そん
な関係で度々緯'五|に行くことになり，合弁先
の~ﾄ|:長を始め現地のいろいろの人々とお付合
いをさせて111くことができました。韓国は李
li'lﾘ|以来儒教を国教として国を治めたので，
いわゆる孔孟の教えが家庭の'|ｺにまで及んで

います。 ｿjf優先，年長優先は勿論のこと，
親-f間でも礼儀が守られています。例えば息
」とはたとえ喫煙しても親の前ではタバコを吸
わないし，又一緒に食事をし浦を飲む時でも
親からは横をli1くようにして，控えた形で飲

食します。ある時韓風の上場企業の会長と日
本の家庭で夕食に招待されたことがあります
が， その時偶然お茶を運んで給仕されたその
家の扣除が部屋に入られた時，それまでリラ

ックスして人'4っていたのを突然坐り直し，知
っている限りの敬語を使って蚊大級のあいさ
つをそのおばあちゃんにされたのにびっくり
し，韓国の人達の精神的バックボーンがここ

にあると思いました。最近韓国でも道徳の崩
壊が言われておりますが，未だこの精神的支
柱が生きておりますし，又この単一民族の単
一思想が韓国急成長の支えの一つだと思って
おります。

◇次回例会（7月19日）
卓話“私学雑感”
会員大谷和雄君

◇次々回例会（7月26口）
卓話“ザ・ハート”
会員和田正敏科
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