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Ⅲ．ロータリーの歴史から学ぼう
最初は会員間の取引による事業上の利益の増
大と親睦から始まったロータリーは、奉仕を取
り入れて、素晴らしい組織になって行きました。
これらの変化はロータリーの創設期に、殆ど形
成されました。これらの歴史を学び、ロータリ
ーを理解しましょう。創立からの歴史の内、次
の各事項は特に調べてみましょう。
①

1905年５月28日

最初の例会開催ロータリ

アン４名出席
ポール・ハリス36才
②

第２回会合に、ハリー・ラグルス（歌を取
り入れた。ポール・ハリスが78才で死亡した

Ⅰ．2011−12年度RIテーマ

時に存命していた唯一の創立会員）他３名が

「こころの中を見つめよう博愛を広げるために」
３つの強調事項

加わり、７名のメンバーとなる。
③

①「家族」万事は家族から始まります。

1905年３月28日、３回目の例会 15名が出席
ロータリー・クラブの名称が決定された。

②「継続」私たちが得意とすることは何かを知

会員身分は１年間有効で毎年有資格を認めら

り、それを継続しながら次のレベル

れる必要あり。入会記念日に４分の３の賛成

へと高めていくことです。

票が必要。

③「変化」改善できること、変えるべきことが

理事会を選任。会長選出⇒シルベスター・

あることを、私たちは知っています。
こうした事実を勇気をもって見据

シールが初代会長に就任。
④

え、変えるべきことは何かを見定め、

1905年10月

必要な変化をもたらしていくために

最初の会員名簿印刷

30名の

会員。１年余り後には、80名。
⑤

行動しなければなりません。

５回日の会合では会員数が多くなり、会合
を開ける会員の事務所が限られてきた。ホテ
ルを会場にすることが提案され、会議室を無

Ⅱ．第2790地区の方針
「より強力な

料で使わせてもらった。その後７月と８月を

魅力あるクラブに」

除いて、例会は１週おきに開催、昼食か夕食

強調事項
①

が提供された。

五大奉仕部門への理解と実蹟−クラブ委員

⑥

1906年１月

最初の定款を採択。次の２ヵ

会数の見直し

条であった。

②

各クラブ10％の会員増強

１．本クラブ会員の事業上の利益の増大

③

会員研修の充実

２．通常社交クラブに付随する親睦およびそ

④

クラブ例会の充実

⑤

職業奉仕の重要性の再確認

⑥

各クラブで社会奉仕部門での新規事業の立

入会前に定款を見て、「こういうクラブは会

ち上げの検討と実践

員以外の人の役に立つようなことが出来れば

⑦

国際奉仕活動への関心と実践

将来性がある。クラブは何か公共の奉仕をす

⑧

新世代の健全な育成

るべきだ」と云った。それを聞いたポール・

⑨

ロータリー財団と米山記念奨学会への理解

ハリスは「是非入会して奉仕を取り入れるよ

と協力

うに」要請した。ドナルド・カーターが入会

RI国際大会参加の推進

後、定款に、

⑩

の他の特に必要と思われる事項の推進
⑦

− ２ −

1906年４月

ドナルド・カーターが入会。

３．シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ

ー・クラブが誕生。ウッドはオークランドに

市民としての誇りと忠誠心を市民の間に

向い、同地にもロータリー・クラブ誕生とな

広める

った。その後全米に拡大して行った。
⑨

が追加された。これがロータリー史における

タリー・クラブ連合会の事務長を32年間務め

大きな転換期となった。
⑧

1908年

1908年６月28日チェス・ペリー（全米ロー
た）とアーサー・フレデリック・シェルドン

マニュエル・ムノズがサンフラン

シスコ出張の予定をポール・ハリスに話す。

（「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

ボール・ハリスは、同地の実業家にロータリ

というスローガンを後日生み出した）が入会。

ー・クラブの話しをするよう依頼。ムノズは

⑩ 1928年セントルイスの国際大会で「綱領に基

到着したその日にホーマー・ウッドという若

く諸活動に関するロータリーの方針」後の「社

い弁護士に話し、サンフランシスコロータリ

会奉仕に関する1923年の声明」が採択される。

本会場にて山田ガバナーと記念写真

ようお願いいたします。
ガバナーの卓話がございますので、ご挨拶は手
短にしたいと思いますが、今回の女子サッカーの
ワールドカップで「なでしこジャパン」が優勝い
たしました。
山田ガバナーまた安井ガバ

長引く不況や高齢化などによる将来への不安や

ナー補佐ようこそおいでくだ

閉塞感に加えて、東北大震災、原子力発電所の事

さいました。

故と、いい話題の無い中で久しぶりの朗報、快挙

山田ガバナーには、後程卓

でおおいに力づけられた気がしております。
非常に経済的な面など恵まれない中での、今回

話にてロータリークラブにつ
いてご指導と今後の活動についてお話を頂きます。
また例会終了後、ガバナーにもご参加頂いてク

の彼女たちの活躍に日本の底力を見た気がして勇
気づけられました。
敬意を表し今後も頑張ってもらいたいと思いま

ラブ協議会を開催しますが、協議会は会員全員の
会議ですので、委員長以外の方もご参加頂きます

す。

− ３ −

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①本日例会終了後、本会場
にて山田ガバナーと記念
写真を撮影します。
その後クラブ協議会がございます。全会員の
皆様にもご出席願います。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①地区大会「新世代の集い−環境模擬国連」開
催についてのご案内が届いております。
11月６日 、かずさアカデミアホール。イン
ターアクト･クラブより参加者を募集致します。
３．他クラブ会報・その他
会報が銚子ＲＣ/流山ＲＣ/沼南ＲＣより、活
動計画書が柏西ＲＣより届いております。
４ 例会変更の連絡
・柏西ＲＣ
７月29日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 19：00
場所 クレストホテル・柏
８月12日 の例会は任意休会
８月19日 の例会は柏ローターアクトクラブ
との合同納涼例会に変更
点鐘 18：00
場所 柏高島屋屋上ビアガーデン
５．その他報告
７月17日、松戸東ＲＣの板橋長吉会員がご逝去
されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

イノマタ

タカヒサ

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席45名

義務会員38名

免除会員 7名

仮欠 7名

義務会員 5名

免除会員 2名

島村

善行君

大川

吉美君

松葉

則明君

飛田

勤君

安井

克一君

松戸中央ＲＣ

７月14日

安井

克一君

松戸東ＲＣ

７月15日

安井

克一君

松戸北ＲＣ

７月19日

平松

徹君

社会奉仕セミナー

７月11日

本日出席率

登君

90.0％

大川原常雄様

市川ＲＣ

湯浅

松戸東ＲＣ

健司様

小林

土、屋亮平君／山田ガバナーをお迎えして。ご指導

［氏
名］猪股 貴久 様
［推 薦 者］土、屋 亮平 パストガバナー
［職業分類］地方銀行
［事 業 所］京葉銀行 松戸支店
［所 在 地］〒271-0092 千葉県松戸市松戸1776

ご挨拶

、
【誕生】土
肥伸一郎君 10日

山田ガバナー

の程よろしくお願い致します。
常盤映彦君／貴重なお話しありがとうございま
す。山田ガバナーの一層のご活躍をお祈り申し上
げます。

山田ガバナーよりバッジの贈呈

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 20,000 累計￥ 181,000

財

当日￥ 4,705 累計￥ 13,203

団BOX

文責／橋口

