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第 1426 回       平成 29 年 1 月 25 日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

皆さんこんにちは、本日は久しぶりにロータリークラ

ブの成り立ち、についてお話し致します 1905 年 2 月

23 日、ポール・ハリスは、最初の会合で一つの職種か

ら l人だけ会員を選ぶという「一業一会員制の原則」

を決め、次いで、3月 23日、シカゴ・クラブの創立総

会において、「規則的例会出席の原則」を採択しまし

た。これらは何れもクラブの親睦を守るための基本原

則でありますから、この時点では親睦だけのロータリ

ーでありました。ところが 1906 年春、ドナルド・カ

ーターの物語が起こりました。それはどのような話し

かといいますと、先ず、Donald Carter は、職業分類

は日本流に言えば弁理士でありますがアメリカ流に 

言えば特許専門の弁護士であります。シカゴ・クラブ

二代目会長アルバート・ホワイトAlbertWhiteの時、

フレデリック・ツイードFrederic TweedがDonald 

Carterにクラブへの入会を勧誘しました。 

ところ、Donald Carterはクラブの互恵主義の説明を

聞いて、『君達はお互いに助け合って、豊かになって

楽しいだろう。しかし、一業一会員制の原則であれ 

ば、クラブに入れない同業者は一体どうなるのか。ま

た、職業人の集まりであれば、職業を持たない一般地

域社会の人達は一体どうなるのか。私達は、この地域

社会に生まれ、地域社会に育てられ、地域社会にお世

話になって暮らしている。このお世話になった地域社

会に何らの恩返しもしない。何らの足跡も残さないで、

自分達だけが助け合って隆々と栄えて、やがてこの世

を去っていく。そのようなエゴイズムの団体は永続性

がないだろう。自分は、二度とない人生を、 

そのようなエゴイズムの世界におくことはできない』

と言って入会を断ったのであります。これ 

を聞いて、痛く反省したのがポール・ハリスでありま

した。『Carterの言うとおりだ。クラブの行き方を変

えよう』と言って、職業人の親睦のエネルギーを 

世のため人のために使おうと考えるに至ったのであ

ります。実は、このDonald Carterの忠告から出てく

るポール・ハリスの反省が、ロータリーにおける奉仕

の理念、職業奉仕の理念への源であると考えられます。 

このようなことで、ロータリーの世界に職業奉仕をは

じめ四大奉仕の概念が現れたのは1927年、ロータリー

設立後22年経ってからのことでありました。 

■幹事報告       幹事 田邉揮一朗会員 

＜文書報告＞＊地区クラブ研修･ロータリー雑誌合

同研修セミナーの案内①日  時：２０１７年３月１

２日（日）１１：００～

１５：４０＊受付開始１

０：３０～②会  場：

メインホテル（宮崎県都

城市上町８－９ ☎０９

８６－２３－３１３１）

③講  師：ロータリーの友編集長二神 典子 氏〈東

京築地 RC 会員〉④講演内容：杜撰になっているロー

タリーマーク・ロゴ・カラーの扱いを正す。クラブ運

営への「友」の活用法を論議する。⑤登 録 料：お

一人 ３，０００円（昼食、資料代含む）…当日、受

付にて徴収致します。：資料は二神氏よりご提供頂き

ます。 

＊アトランタ国際大会参加人数一覧表 

＊当クラブの 2 月度例会予定 

＊未定事項の確認～2 件 

＊次年度地区役員の選出依頼が来ております、押川

かがバーエレクトの意向では是非女性会員の推薦

をとのことですが理事･役員会で選出という事にさ

せて頂きます。 
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ROTARY SERVING 

H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘     国歌斉唱 

2． ロータリーソング ♪奉仕の理想 

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．委員会報告 10. 2 月度セレモニー･ﾌｫｰﾗﾑ 

1１．点   鐘    ＊理事･役員会 

＜カウンセラー＞ 

ひばり野隆春会員 

       ＜2月度 例会プログラム＞ 

 

 △2/1～今月のフォーラム・2月のセレモニー（8組） 

△2/8～会員 3 分間スピーチ・米山奨学金 2 月度 

△2/15～会員卓話「新原輝彦会員・籾田直樹会員」 

△2/22～外部卓話 ・チャリティランチ 

 

☆1 月度初回＝11 日夜間例会「新年家族バザー懇親会」 



■出席報告           籾田直樹会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX 披露       小牧義隆会員               

＜ニコニコ BOX へ＞＊田邉

揮一朗会員～誕生日のﾌﾟﾚｾﾞﾝ

ﾄありがとうございます。リビ

ングに飾っていますが、やは

りお花があるとパッと明るく

なっていいです！今年も頑張

ります！＊宮原建樹会員～欠席ばかりで申し訳あり

ません。これからは大丈夫です！ 

＜財団へ＞岩切正司会員～職業奉仕に励みましょう。 

■委員会報告   ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 柳田光寛会員 

米山記念奨学会より普通

寄付納入のお願いが再三

来ております。当クラブは

昨年が 1 人 1.000 円の寄付

金でしたが規定どおり納

めたほうが良い、との意見

も御座います。理事･役員会に一任したいと思います。 

■    3 分間スピーチの皆さん        

＊ひばり野隆春会員＊武政勝巳会員＊梶田與之助会

員＊荒武義博会員＊太田 忍会員 

＜5 名の皆様近況報告等～有り難う御座いました。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■    本日の 4 つのテスト唱和 太田忍会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎30 周年、実行委員会 Ⅱ （各委員の紹介）           

：委員長～藤堂孝一   ：副委員長～梶田與之助 

：記念誌作成委員～中武幹雄･小牧義隆･林厚雄 

：式典委員～ひばり野隆春･小牧義隆 

：懇親会委員～永野陽子･林厚雄･大久保貞子 

：アトラクション委員長～武政勝巳  

副～ひばり野隆春   吉田康一郎 

：来賓接待委員～永野陽子･大久保貞子･内藤昭子 

：司会 式典～宇治橋信雄 永野陽子 

    懇親会～ひばり野隆春 大久保貞子 

：会場設営委員長～ひばり野隆春 

：記念講演・バレーボール・寄付委員～宇治橋信雄 

原田宗忠･吉野由里子 

：記念事業とあじさい賞委員～宮原建樹 

：ゴルフコンペ委員長～吉田康一郎 副～日高邦孝 

：女子部会委員～会員の奥様 ：会計～新原輝彦 

：招待状～お礼状～吉野由里子 

：総括～正岡文郁  宮原建樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数25名免除2名 

出席数 17 名    

出席率 73.9％    

MU  0 名     

欠席届 8 名＜免除＞         

    四つのテスト 

＜言行はこれに照らしてから＞ 

１． 真実かどうか 

２． 皆に公平か 

３． 好意と友情を深めるか 

４． 皆の為になるかどうか 

                      

                      

                       

                        

                         

                       

                        

                        

                        

 


