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◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会風26満 出|附25橘

出席率96.15も

◇ビジター紹介11嵩

◇ニコボックス

（創立総会おﾙjとして）

大隈孝-RI"260地|>Kガバナー， 〃ﾄ藤光

地区'除’腱，服祁英一地IX&!汁艮，棚羽鰈-･尼

張第1分|X代郡，余語栄；特別代表, l l 1111"

男ガパナーエイド, 1&|fl i賦雌束RC直前会良，

禰塚1l'[|埖束RC会長, 1､ﾄ1I･雄東RCII*;lf, ス

ポンサークラブ東RC

（刺'7総会が雌蕊行われましたので）

lll.川ハF,"n",橘水ハ．、林･職，万ll1 .ﾊ･'

加藤('l･1) ",加藤（火） ｛『，菊池満．，黙鎮

識，松ﾊI〃I，三輪蘭，水野(腿)羽．，水野(斑）

君，氷ﾘl:ハ．，成l11]:I,新災ｲﾄ，佐野譜F, 'i.1:lﾙ(

荊，竹内ハ．，谷I IJ-W, ･"<11., 1 1 1村訓・

◇松居幹事報告

1.*1 l例会終r後第11711"'ji:会を行いますの

で理'伽役風の方はお媛り下さい←

2.当クラブの例会はfIj迦火|IMI二1ですが, lﾘIII

は水l lの例会を恢紳えますので例会はござ

いません。

3.ノト柵会iiの皆様に御説lﾘl致しました3つの

会合の御返蛎:は必ずお州I)りに御連絡下さい

◇水野(民)会長挨拶

T･,繩ロータリークラブの仮クラブとして銘

1Imlの"'1公を開くにあたり大|腱ガバブーー，

余語特別代表を始め, |4I係ff位をビジターと

してお迎え出来ました､j{を〃く御礼申し上げ

ます。

余語先ノドに取りあげて]間いた新ﾉk児の雌ﾉ肘

が今||'たばかりで， この節1 1' i lの例会から

R. 1.として息吹きの空気をIと1分のlliliで吸う

.i11:を憶え, 121分から立ち， 自分から歩む'I1苫を

'､撰ばねばなりません。噸帳って一l lも早くロ
ータリアンとして恥じないロータリークラブ

を排んなで創ろうで{まありませんか。R. I.
への1If蹴も出され，その"《認状が10月191 1の

チ.i'一ターナイトまでには来るでし'kう．
今I Iは26堵でした。チ.1'-ターまでには35

名～40名位の会員になって頂きたい。
無恥をして数を揃える必要もありません

が，盗金その他から兄ても必要な会働数では
ないかと思います。

8j]21IIにはファイヤーサイドミーティン
グを，

9ﾉj6 I Iには14ロータリークラブの新公幽
の数行，

9ﾉ]25, 26Hには地I又妓ﾉくの行小:の年次入
会，

10)15 1 1にはチ.1"一ターナイトのための家
族公聯が計･il1liされ実施せねばなりません。
llll,'i¥こそR.C.を理解する妓人の武器で

す。この様な汀.畷の辿統は今獅らくです。砿
帳って頂き度い。

出席について一寸IIIし_l皇げますと，

兄災のロータリークラブである和令さんは

11ｲ|も|Ⅲ100％を統け，甥にあたる名東さんも
伽立以来100%を続け，師年の年次大会で表

彰を受けられております。 メイクアップの方
法もあります。絶対とはIIIしませんが尖現し
たいものです。

我々のロータリークラブは第260地|Xで88

器| |です。愛知鵬4では56瀞目,"､,ir膣では14

群|皇Iになります。一訴新しいユニークなクラ

ブにしようではありませんか。
雌後になりましたが，設立までの間に松鵬

荊･が枠､j;:候補として木型1によくやって耐きま
した。4}'内ではございますが厚く御礼IIIし上

興阜
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げます。今後もよろしくお願い致します。

尚本日のスピーカーは佐藤パストガバナー

をお願い致しました。佐藤パストガバナーは
名古屋工業大学の元学長であり，現在は名I II.

屋市の科学博物節の館長で， ロータリアン

として22年間の束ロータリークラブの会負

で，会長もされ， 11年前にガバナーをされ

ました。私はその時の地区幹事をさせて頂き

よき勉強となり，いつもお教えを頂いており
ヨニー4－

謀EJ。

◇識演

R. 1.第260地陛パストガ．バナー

佐藤知雄 /i~

1905年2月に荒れ果てた町シカゴにポール

・ハリスと言う青年弁!進士がシカゴのlll｣.を立

派な町にしたいものだと大きな望みを持って

3人の同志を募って〃｣めて会合を開いたのが

2月23Hです。そのIIキに災まったのが，鉱l l l

技師，仕立屋，滴炭尾の3人でした。 この4

人は立派な会場が無い為， 自分達のオフィス

を持ち回りで集まっては話をした。 ここから

ロータリーという名荊が出来てロータリーク

ラブになったのです。 このロータリークラブ

の根本的理念というのはまず他人の為に奉仕

をする聿です。ポール・ハリスは先程のシカ

ゴを救う為にはクラブの数を増し，会l.iの数

を贈す婆だという一つの理念を持ちました。
そしてその理念に｣i難づき, 1905年に節1号の

シカゴクラブに枕き， 1908年にサンフランシ

スコに壬クラブがill来ました。それ以後1910

年に初めて外国にクラブが出来たのを|炎切り

にどんどん世界に拡ﾉ〈して行き, R水には

1920年米山梅吉氏によって紹介されました。

その3年後大Ⅱ《12年に関東大震災が起こっ

た時も， アメリカに無地で伝わると直ぐ， ＞[1

時の会長が独断で2万5,000ドルの金をH本

に送ってきた。又東京に居られたウッドとい

うアメリカ人便は本|:叫に電報して直ぐに救援

物資を送るように要;,'iした。すると震災から

60時間後には救援物資を積んだアメリカ縦隊

が来京湾に入ったそうです。

現在口本のロータリアンが本当に熱心であ

り杵が真剣なのは， 私は東京クラブの人達が

この震災で受けたアメリカのロータリアンの

行為が，本当に身にしみているからではない

かと感じられる。そしてそれが源となって段

々日本に拡大強化されて来たのではないかと

考える次第です。

現在日本では,1,555のクラブがあります。

干唖クラブが1つ入りますと， 1，556クラブ

になります。そして， ロータリアンは， 86，9

30人， このF1水中に居ります。間もなく, 9
万人のロータリアンが居られることになりま

す。

この様に， ロータリークラブは，拡大強化

されて参りまして，新しいクラブが出来， 1

つのクラブの会員数もふえて参りまして，拡

大強化されて参ります。

私は， これを日本巾に，仮に, 100万人の

ロータリアンが居って， その100万人のロー

タリアンが，真に奉仕の精神を理解し，人を

愛することを理解すると致しますと， そのロ

ータリアン1人に, 10人の淵|人があるとし

て， その知人が． ロータリアンを~瞭敬してお

られるならば， ロータリー精神の理解者が，

I I本全睡|に1,000万人居ることになります･
もし， I｣本'i'に1,000万人のロータリー精神

の理解者が屏られるとすれば，私は， ロ木の

将来は，決して不幸にはならないと思いま

す。決して戦争を起こす様なり聿態にはならな

いと思っております。

ここに私は， ロータリークラブの拡人， ク

ラブの数を燗すこと， 1つのクラブの中の会

員数を贈すこと， この拡大強化が，本当にポ

ール・ハリスの精神であり，又，我々の希望

する，一つの精神であるという'1fを思って，

本|」Iのこの御日出度い，新しいクラブの発足
を，心よりお嘗こび申し上げ， お祝いとする

次第であります。
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ーロ ロータリー ；

〈 ロータリーの友をよく読めばわかるが, 51
f月末現在では， 〈

) H4KIDR.t.n(D-ﾀﾘｱﾝ) (486,930人i
{でクラブ数は1,556です． 〉
： 第260地区では, R.t､nは5,717人でロー＃

〈タリークラブは87です。 ）

『 我々千種クラブ・は， 88番目のロータリーク（

jラブです。 、〈
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－第1回理事会議題（8月16i｣)-

1.会費その他徴収の件

2.予算案の件

3.クラブ計|Ⅲi苫:の件

4.委ji会，委凰長，委員の件

5.チャーターナイト実行委員会没i,'1'tの件

6.バナーデザイン決定の件

◇次回卓話

会員 古川勝己君， 浜口龍男君

－2－


