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本日の行事予定 (2015 年 2 月 13 日) 

第 3005 回例会 
卓話担当：国際奉仕委員長 後藤務君 

講  師：㈱三和スクリーン マレーシア、 

タイ、及びインドネシア社長 

     原 幸治氏 

演  題：「三和グループ海外生産拠点 

においての概要説明」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3003 回 ’15 年 1 月 30 日（金）晴れ 

≪ロータリー理解推進月間≫ 
卓話担当：ロータリー情報委員長 寺田晏章君 
卓話代理：ロータリー情報委員 鈴木吉男君 
演  題：「ロータリー理解推薦月間によせて」 
ロータリーソング 「日も風も星も」 

ソングリーダー  浅井彦治君 

会 員 総 数  67名    1月 9日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員   11名 

本日出席会員  54名    MAKEUP会 員    7名 

本日の出席率 80.60％  訂 正出席 率   100％ 

 
副会長挨拶 

三谷栄一副会長 

安江会長が病気療養中

のため、1 ヶ月ほど会長代

理を務めさせていただき

ますので、よろしくお願い

します。まさかこんな事態

がくるとは思いませんで

したが、高木Ｓ.Ａ.Ａ.か

ら叱咤激励をうけましたので、頑張っていきた

いと思います。 

本日は、ロータリー理解推進月間に因んで、

寺田ロータリー情報委員長より卓話をしていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

私からは皆さんご承知と思いますがロータリ

ーの歴史について簡単にお話をさせていただき

ます。 

ロータリーの誕生は、青年弁護士ポール・ ハ

リスが、荒廃していたシカゴの街でお互いに信

頼できる公正な取引をし、仕事上の付き合いが

そのまま親友関係にまで発展するような組織を

作りたいということで、1905（明治 38）年 2 月

23 日に 4 人の友人によって 1 つのクラブが誕生

したのが始まりでした。 

提案者のポール・ハリスは弁護士、ガスターバ

ス・ローアは鉱山技師、ハイラム･ショーレーは

仕立て職、そしてシルベスター・シールは石炭商

を生業にしていました。 

日本にロータリー運動をもたらすきっかけ

を作ったのは、日本人第一号のロータリアン三井

物産の子会社で東洋綿花（後のトーメン）のアメ

リカ・ダラスの社長の福島喜三次です。 

福島氏が、日本にロータリークラブを作れとい

うダラスＲＣの会長の命を持って、日本に帰って

きたのが、1920（大正 9）年の 1月であリました。 

そして、1920（大正 9）年 10月 20日に東京ロ

ータリークラ ブができ、翌年 4月 1日に世界で

855 番目のクラブとして国際ロータリーに加盟

が承認されました。 

この初代会長が米山梅吉さん、幹事は福島さ

んで、チャーターメンバーは 24名でした。 

第二次世界大戦により、日本は 1940（昭和 15）

年に国際ロータリーから脱退し、戦後 1949（昭

和 24）年 3 月に復帰します。この間も水曜会、

木曜会等と名前を変えて活動していました。 

また戦前、戦争の色が濃厚になった頃、京都

では、岡崎公会堂で右傾団体の京都支部の結成式

があって、その席上で「ロータリー排撃」の決議

がなされていました。そして、その決議文が京都

ロータリークラブの石川芳次郎会長に手渡され

たのです。 

11 月 1 日には国家社会党と称する政治団体か

ら「ロータリーは国家思想に反するフリー・メー

ソンの外郭団体だ」と決めつけた書面が送られて

きました。 

その国家社会党とは、その後、石川芳次郎会長

と国家社会党支部長との間で「例会で日の丸を掲
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揚し、君が代を歌うこと」で話し合いがつきまし

た。 

京都クラブはさっそくこのことを日本中のロ

ータリークラブに連絡し、以後、日本のすべての

ロータリークラブは日の丸を掲揚し、君が代を歌

うことになりました。このことは現在にまで継続

されています。 

戦後は、日本のロータリーも目覚ましい発展

を遂げ、現在、 日本全体でのクラブ数は、2,287

クラブ、会員数 89,381人です。(2014年 11月) 

 
ニコボックス報告 第 3003回分 

伊藤幸蔵ニコボックス委員長 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①来週

のＩＭよろしくお願いしま

す。②寺田晏章ロータリー情

報委員長、本日の卓話よろし

くお願いします。 

三谷栄一君 本日より会長

代理をさせていただきます。 

矢田潔君 三谷副会長、頑張ってください。 

寺田晏章君 卓話を担当します。鈴木吉男君にお

願いいたすことにしました。 

吉田康裕君 先日、津島商工会議所青年部創立

20周年を無事に迎えることができました。 

浅井賢次君 ①昨日突然の血圧上昇で、1日布団

の中でおとなしくしておりました。今日は回復し

調子良好です。②ニコボックスの前を通り、皆さ

んの元気な顔を見るのが楽しみです。③寒さがま

た舞いもどってきました。 

住田正幸君 久しぶりに中国工場へ行ってきま

した。皆元気にしていました。よかった。よかっ

た。 

高木輝和君、三谷栄一君 安江会長の見舞いに行

きましたが、会うことができませんでした。 

水野憲雄君、伊藤幸蔵君、佐藤雅彦君、生田達一

君、宇佐美三郎君、浅井彦治君 安江会長早く元

気な姿を見せてください。 

服部貴君 無事戻りました。 

寺島淳一君 松崎先生お世話になりました。加藤

隆朗先生、お世話になります。 

松崎安孝君 いいことあって……。 

高木輝和君 カレー大盛いただきました。もう少

しで満腹です。 

坂井裕君 人並みにインフルエンザになりまし

た。ホンコンＡ1型です。 

住田由純君 今日も雨降りです。道路工事で皆さ

んにご迷惑かけています。 

杦田勝彦君、伊藤祥文君、山本達彦君 ウィーク

リーに写真がのりまして。 

伊藤祥文君、稲垣宏高君、住田正幸君、八谷潤一

君、河西あつ子君、小林啓子君 その他。 

 

卓 話 
卓話担当：ロータリー情報委員長 寺田晏章君 
卓話代理：ロータリー情報委員 鈴木吉男君 
演  題：「ロータリー理解推薦月間によせて」 
 

 昨年の1月31日の卓話で、

篠田先生がとても難しいお

話をされました。その時の

24 の質問の資料を持って

ますので必要な方はお申し

出ください。 

ちょうど本日配られた

『ロータリーの友』2 月号の 38 ページに、ロー

タリーの特別月間が次年度から変わると書かれ

ています。昨年 10月の RI理事会で変更されまし

たので、抜粋して掲載します。 

 

8月 会員増強・拡大月間 

9月 基本的教育と識字率向上月間 

10月 経済と地域社会の発展月間 

   米山月間(日本のみ) 

11月 ロータリー財団月間 

12月 疾病予防と治療月間 

 1月 職業奉仕月間 

 2月 平和と紛争予防／紛争解決月間 

 3月 水と衛生月間 

 4月 母子の健康月間 

 5月 青少年奉仕月間 

6月 ロータリー親睦活動月間 

毎月、これについて考え（中略）ロータリア

ンが知ることが難しい、さまざまな問題にス

ポットライトを当てることで、世界や地域の

ニーズを知り、ニーズに合った奉仕活動を計

画、実施することができるようになります。 

ロータリーはどんどん変化し続けています

が、その本質は変わらないと思います。時代

に合わせて、方法が少しずつ変わっているの

だと思います。そのひとつが、今回の特別月

間の変更でしょうか。 

 

 ロータリーは時代背景

によって変わってきまし

た。『ロータリーの友』を

読むと、ロータリーのいろ

いろなことがわかって面

白いと思います。 

『ロータリーの友』2月号

の 6ページに「ロータリー

とは」、49～50 ページに日本のロータリー34 地

区の統計や分布図が載っています。2014年 10月

の時点で、ロータリークラブは世界 200か国・地

域以上にあり、クラブ数は 34,558、会員数は

1,220,115人で、日本には 2,287クラブ、89,381
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人の会員がいます。第 2760 地区は 84 クラブ、

4,867人の会員がいて一番大きな地区です。 

一つの地区は少なくても 75 クラブ、2,700 人

の会員が奨励されています。1,000人未満の地区、

30 人未満のクラブの場合、RI 理事会は地区境界

の変更や合併を行います。今まではガバナーや地

区大会等を各ＲＣが順番でやってきましたが、30

名のクラブでは地区に出す役員だけでも 30 人は

必要なため、ガバナーを受けたり、地区大会を行

うことはできないので、分区でなんとかするとい

うことになるんじゃないかと思います。 

ロータリーは民主的で、政治的区分ではなく、

国を越えて地域を分けています。カナダとアメリ

カの地域がひとつのソーンのところもあります。

日本は大きく 3 つのゾーンに区割りされていま

す。ゾーンというのは RI理事が 17名と決まって

いて、日本の 3 つのゾーンから順番に RI 理事が

出ます。次年度は斎藤直美さん(豊田ＲＣ、2006

～07年度ガバナー)が理事に決定しています。日

本には一部海外も含まれた地区もあり、我々と同

じ第 2ゾーンに北マリアナ諸島、グァム、ミクロ

ネシア、パラオが含まれています。これは会員数

で区分しているからです。 

また、22～23 ページに青少年交換の記事が載

っています。高浜ＲＣの黒田さんが投稿したもの

だとわかります。津島ＲＣでも記事が載ったこと

があります。 

 『ロータリー情報マニュアル』に著名人が載っ

ていますが、アメリカの大統領はほとんどがロー

タリアンです。ルーズベルト、アイゼンハワー、

ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッ

シュ(父子)、それからチャーチル、マッカーサー

(東京ＲＣ)、イギリスではサッチャー、エジソン、

そのほか国王や、山が好きな人に知られているヒ

ラリー卿もいます。これはなぜかというと、ロー

タリー精神で国連関連の事業、ユネスコ、ユニセ

フ、ＷＨＯ、世界銀行のサポート的な事業を展開

しているということです。 

ロータリー初期の時代に、いろんな哲学が考え

られました。一番大事な「超我の奉仕 (Service  

above  self)」と、「最もよく奉仕する者最も良

く報いられる (He profits most who serves 

best)」というのが実践理論として唱えられまし

た。ロータリーは職業奉仕が基本的な理論で、大

変難しいのですが、金を儲けるというのは間違い

だと言っています。 

奉仕の実践をめぐる個人奉仕か、団体奉仕かの

論争「23-34 の決議案」で、「I serve」を大事

にしながら「We  serve」をやろうということが

認められ、現在の考え方の方向ができました。

1918 年、アメリカ・オハイオ州のエリリアンＲ

Ｃのメンバーがこの理論に疑問をもってロータ

リーに嫌気がさし、ライオンズクラブを設立しま

した。 

津島ＲＣには 4人の女性会員がいますが、かつ

てロータリーの定款・細則では、会員は男性に限

るとされていました。1978 年、カリフォルニア

州で女性会員を入れようとして RI から除名され

裁判になり、違法だという判決が出ました。それ

から考え直され、1989 年の規定審議会で「男性

に限る」の条項を削除しました。同時に「He 

profits most who serves best」の「He」は「They」

に変わりました。そして女性の考え方を取り入れ

ようというように変わってきています。（ちなみ

に、1989年 1月に日本は昭和から平成に、6月に

中国天安門事件、11 月にはベルリンの壁崩壊と

チェコのビロード革命、12 月のマルタ会談で米

ソ冷戦が終結しました） 

 次にロータリー財団について。 

1917 年、アメリカのニュージャージー州アト

ランタの国際大会で、アーチ.Ｃ.クランクが「全

世界的な規模で慈善、教育、その他の社会奉仕の

分野でより良きことをするための基金を作ろう」

と提案したのが、ロータリー財団の始まりです。

1931 年信託組織ができ、1983 年非営利財団法人

となり、第一次世界大戦中にロータリー財団の原

型が誕生しました。 

その活動の流れとして、1930 年の世界恐慌が

世界中に影響を及ぼし始めたとき、最初の補助金

を授与し、1947 年ポール・ハリスが死去すると

財団の転換点となりました。最初のプログラムと

して、ロータリー国際親善奨学金ができました。

1979～80 年度の RI75 周年記念基金として、

Hearth、Hunger、Humanityの「3Ｈプログラム」

ができました。 

1. 人道的プログラム(マッチンググラント、DDF、

ボランティア奉仕活動、3Ｈ) 

2. 教育的プログラム 

3. ポリオ・プラス 

が財団の 3本柱です。 

 財団の資金は「未来の夢計画」として、世界

100 地区でパイロット地区が選定され、3 年間試

験的に活用されました。昨年度から世界の全ＲＣ

がいろんなことをできるようになりました（地区

補助金事業）。第 2760 地区もパイロット地区と

して実施しました。 自分たちが財団に納めたお

金(Ｒ財団寄付)の半分が 3 年後に戻ってきます

ので、これを利用しながら奉仕活動ができます。 

ロータリーは単年度制ですが、RI は長期計画

をしなさいと言っています。それが「ＣＬＰ(ク

ラブ改革)」と「ＤＬＰ(地区改革)」です。 

ロータリアンが知らないことがたくさんあり

ます。世界 70億人のうち 10億人近くが字を読め

ない、計算もできない子供たちがいます。ロータ

リーはそういう視野に立った考え方をしていか

ないといけないと思います。 

今、ビル・ゲイツがポリオ撲滅に多額の寄付を

しています。国連のユニセフ、ＷＨＯの考え方を
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ロータリーが一緒になってやろうとしています。

インドのポリオのニュースをテレビで見ました

が、ロータリーについては一言もありませんでし

た。ロータリーは宣伝が下手です。 

昨年度から「ロータリーの日(ロータリーデ

―)」が始まりました。ロータリーが何をしてい

るのかを一般市民の方にわかってもらおうとい

うことで展開されています。今年度は「第 2回Ｗ

ＦＦ(ワールドフード＋ふれ愛フェスタ)」をやっ

ております。津島ＲＣでは、津島市立図書館、愛

西市中央図書館にロータリー文庫を寄贈してい

ます。市民の方に知っていただけるようなことを、

これからしていかなければならないと思います。 

最後にポール・ハリスの言葉をご紹介します。 

 

 

世界は常に変化している。ロータリーは、この

世と共に変化していかねばならない。ロータリー

の物語は、幾度も書き換えられねばならない。 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回津島東高校ＩＡＣ例会 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

 1 月 30 日(金)16：00頃より、津島東高校 1 東

教室にて第 4回例会が開催されました。 

これまでに実施した「いきいきウォーキング

in 神守(11/30)」、「しらさぎもちつき大会

(12/16)」、「蛭間小放課後子ども教室(12/22)」

と、今後行う「ワクワク体験フェスティバル

(2/7)」、「神守の防災しゃべり場(2/14)」につ

いて、ＩＡＣと津島ＲＣ会員が活発な意見交換を

しました。また、活動用ジャケット 19 枚を発注

したと報告、『ロータリーの友』11 月号に掲載

されているＩＡＣ活動を紹介しました。 

 
津島東高校ＩＡＣ活動 

「つしまおやこワクワク体験活動 

   フェルティバル」 

 2月 7日(土)、津島市文化会館

大ホールで、津島市教育委員会主

催の「つしまおやこワクワク体験

フェスティバ」ル

に、津島東高校イ

ンターアクトクラ

ブのメンバーがで

きたばかりのジャ

ケットを着てバル

ーンアート作りに

参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ ただ今準備中 

↑ 

おそろいの

ジャケット 

伊藤誠君夫妻が見学 

(メーク)に来ました。 

このフェティバ

ルで毎年一番人

気なのがバルー

ンアートで、昼

ごろからはたく

さんの親子が訪

れ、大盛況でし

た。 

 
久しぶりの

ソングリー

ダーだで、

大口開けて

歌うぞ！ 

ニコボックス委員長兼 

副会長代理の伊藤幸蔵君 
野々山勝也幹事 

中野義光親睦活動委員  山田勝弘会場委員長 
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先回の記録（例会） 

第 3004 回 ’15 年 2 月 7 日（土）晴れ 

≪西尾張分区ＩＭ≫ 

場所：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

時間：受付 17：30～ 

18：00 開会～19：30閉会 

会 員 総 数  67名    1月 16例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    13名 

本日出席会員  67名    MAKEUP会 員     9名 

本日の出席率  100％   訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 幅辰雄君、安江正博君、高木輝和

君、佐藤敬治君、三谷栄一君、山田勝弘君、山本

達彦君、浅井彦治君、前田昭生君、猪飼充利君、

八谷潤一君、鈴木吉男君、伊藤幸蔵君（第 10 回

役員理事委員長会議） 

 
西尾張分区ＩＭ 

  

 

 

今年度西尾張分区ガバナー補佐事務所の一宮

ＲＣがホストをつとめ、 

というテーマでＩＭが開催されました。ロータリ

ーの理念のひとつ「親睦」を中心に据え、シンプ

ルで温かい雰囲気の中、ふれあい、語り合い、楽

しむことに重点をおいた企画です。 

 いいお酒を集め、幻の(?)

「久保田(万寿)」や「黒龍（大

吟醸)」、「森伊蔵」を始め

有名銘柄が揃えられていま

した。美味しいお酒から次々

に売切御免のラベルが貼ら

れ、あっという間に飲みつく

されましたが、津島ＲＣの出

席者は、何人が飲めたでしょ

う？  

また、京都祇園から野杁ガ

バナー補佐肝いりの舞子さ

んや芸妓さんが、出張してき

ており、カメラを持った一宮

ＲＣ会員のエスコートで会場を巡って、ご希望の

方々との写真を撮るというサービスもありまし

た。 

会場内に所狭しと集った 200 余名のロータリ

アンが、分区内の顔見知りを見つけ、会話が弾ん

でいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 楽しいＩＭ

に乾杯！ 

 美味しい 

お酒で 

乾杯！ 

野杁ガバナー補佐挨拶 
 

 みんな、

飲んでま

すか？ 
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第 3005 回例会                                                               

次回例会 

第 3006 回 ’15 年 2 月 20 日（金） 

卓話担当：伊藤 誠君 

演  題：「1年が過ぎて…」 

お知らせ 

■青少年奉仕・国際奉仕合同委員会 

と き：2月 20日（金）18：00 

ところ：みやこ 

 

■地区大会 

 と き：2月 22日(日)10：30～ 

 ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

■第 16回西尾張分区ＲＣ美術展 

 と き：2月 24日(火)～3月 1日(日) 

     9：30～16：30(閉館 17：00) 

 ところ：稲沢市荻須記念美術館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日、津島ＲＣの 4人の女性会員よりバレン

タインチョコをいただきました。ありがとう

ございました。 

2. 安江会長は、2 月 6 日（金）に退院されて、

現在は自宅療養中です。 

3. 2月 7日（土）の西尾張分区ＩＭは皆様お疲

れ様でした。 

4. 本日、「2015-16年度地区研修・協議会」の

開催案内を、次年度の役員と各委員長に配付

しました。2 月 20 日までに出欠のご返事を

お願いします。 

5. 「第 16 回西尾張ロータリークラブ美術展」

のお知らせの葉書を配付しました。2 月 24

日から3月1日まで稲沢市荻須記念美術館に

て開催されます。津島ＲＣ関係者から 5人が

出展されます。 

6. 本日は例会終了後に役員・理事・委員長会議

を開催しますのでよろしくお願いします。 

7. 2 月 19 日(木)に今月のゴルフ例会がありま

す。 

8. 次年度Ｒ手帳の申込名簿を回覧しています。

必要な方はお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 13日（金）第 3005 回 幹事報告 
 

同窓３兄弟。真中は

あまＲＣの家田君 

野杁ガバナー補

佐、山内登パス

トガバナー補佐

(尾西ＲＣ)と鈴

木吉男君。 

舞子さんと記念写真 

芸妓さんとも記念写真 

皆さん、舞子さんを囲んでご機嫌！ 

会場中央に飾られた

桜と酒樽 

女性会員 4人からの

バレンタインチョコ 


