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ＲＩ会長テーマ  奉仕を通じて平和を 

クラブ会長テーマ    

平成２４年９月６日 第１８７４回例会 

 

国歌・ロータリーソング斉唱・黙想  

ゲスト・ビジター紹介  

戸田西RC 米山奨学生  インリンケイ 様  

越谷南RC 米山奨学生  馬 ジュントウ様  

誕生記念月祝・・・吉澤勝治会員・赤松則宏会員  

結婚記念月祝・・・岸田正包会員・池田玄一会員・岡田信昭

会員・水町俊介会員・小林武弘会員・仁多見廣和会員 

 

会長挨拶 岩淵修一会長  

皆さん今日は、8月30日の 

ガバナー公式訪問の時には会 

員の皆様方には大変お世話さ 

まに成りました。お蔭様で素 

晴らしい公式訪問が出来まし 

た本当に有難う御座いました。 

今日は第一例会ですので又、 

ロータリータリーの話をさせて頂きます。 

ロータリーはシカゴに近い街から少しずつアメリカ全土へと

広がっていったわけではありません。2 番目のクラブは広大

なアメリカ大陸を一挙に横断して西海岸のサンフランシスコ

にできたのです。なぜ、サンフランシスコだったのか、その

答えは「奉仕の一世紀 国際ロータリー物語」に見つけるこ

とができます。1908 年 6 月、青年セールスマンのマニュエ

ル・ムノズがシカゴからサンフランシスコに到着し、キャデ

ラック・ホテルにチェツクインした。次の日の夕方ロビーで

テーブルの前の椅子に腰掛けて、ムノズは翌日の予定を立て

ていた。2 年前の大地震以来、再建がまだ続いているこの街

に不慣れなため、テーブルを挟んだ向かい側の男性に、道案

内を請うた。こうして、マニュエル・ノムズはその時同じホ

テルに住んでいたホーマー・ウッド弁護士に出会った。話し

始めると、会話はどの通りがどこにあるかという話題から大

きく外れた。 

互いの職業、生まれ故郷、シカゴとサンフランシスコの違い

など、話がはずんだ。それからマニュエルは、ポール・ハリ

スの要請を思い出して、ホーマーにロータリー・クラブにつ

いて語った。「ここに働き手がおり、ロータリーの種を播く肥

沃な大地があると思いついたのです」とムノズは述懐してい

る。 

若い弁護士には、これが非常に興味深いアイデアに思われた。

彼は社交家であり、取引と友人が増えるというメリットが魅

力であるし、このロータリー・クラブは街のどのようなクラ

ブとも違っていた。会合を終える際、ノムズはシカゴのポー

ル・ハリスに手紙を書くよう勧めた。 

ホーマーの手紙がサンフランシスコから届くと、ポール・ハ

リスは天にも上る想いだった。こうして、サンフランシスコ

ＲＣは、1908 年 11 月 12 日に創立の日を迎えたのでした。

その後、アメリカ国内に除々に広がっていったロータリーは、

ついに国境を超え、カナダ・マニトバ州ウイニペッグＲＣが

結成されるに至りました。この時の経過については、1910

年 11 月、全米ロータリー・クラブ連合会が結成され、その

第一回目の年次大会が開催された3ヵ月後、シカゴのロータ

リアン、アーサー・フレデリック・シェルドンがチェス・ペ

リーに驚くべき発見を伝えた。 

シェルドマンはちょうどカナダのマニトバ州ウイニペックか

ら帰ってきたところで、そこでシカゴ滞在中にロータリーに

ついて知っていたというマッキンタイヤー氏と会った。 

彼はシェルドンに自分もロータリアンであること、ウィニペ

ッグにできた30余名の新クラブの会員であることを伝えた。

地元の実業家がロータリー・クラブを結成したが、米国の人

間には、誰も連絡していないと言う。チェスリー・ペリーは

ただちにマッキン・タイヤーに手紙を書き、彼のクラブが全

米連合会に加盟することの価値を説いた。クラブで検討に検

討を重ねた後に、ウィニペッグ・クラブは 1912 年 2 月に連

合会加盟を申請し、3月 1 日に認証された。ウィニペッグの

ロータリアンＣ.E.フレッチャーがミネソタ州ドュルースで

開催された1912年大会に出席した。 

彼が「全米ロータリー・クラブ連合会から国際ロータリー・

クラブ連合会に名称を変更する動議を提出します」と発言す

ると、一瞬の沈黙の後、会場がどよめき、満場一致でこの動

議が採択された。 

と「奉仕の一世紀 国際ロータリー物語」に書かれています。

こうして国際組織となったロータリーは、その後、大西洋を

渡りイングランド、アイルランド、北アイルランド、スコッ

トランド、へと広がっていきました。 

アジアで最初にロータリーが出来たのが、フィリピン・マニ

ラで、1918－1919 年度のこと。日本に渡って東京ＲＣが承

認されたのが1920－1921年度のことです。この年度には、

オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、フランス、

スペインも新規加盟しています。現在では168か国にまで広

がりました。 

引用文献「ロータリーへの私の道」「奉仕の一世紀 国際ロ

ータリー物語」  以上会長挨拶とさせていただきます。 



幹事報告 染谷宗一幹事  

 

１．定例理事会の決議事項の発表 

２．地区よりクラブ研修リーダー 

セミナーの案内が来ています。   

３．地区青少年交換委員会より帰 

国学生報告会の案内が来ています。 

４．台中南扶輪社（会長ＧＯＬＤＥＮ）より子弟交換の御礼

のお言葉を頂きました。 

５．越谷市立あけぼの学園より運動会の案内が届いていま

す。 

６．「ロータリーの友」より英語版の発行の案内が来てい

ます。 

７．松伏ロータリークラブより移動例会の御礼の挨拶が届

いています。 

８．ＲＩ認証ロータリー囲碁同好会「第 11 回ロータリー

全国囲碁大会」の案内が来ています。 

９．宮古東ＲＣの山崎秀男様より阿波踊りの御礼の挨拶が

届いています。 

10．馬君より中国のお土産を頂きました。 

11．奉仕活動に参加された方は、クラブ内のメーキャップ

カードを取りに来て下さい。 

 

委員会報告  

◇地域広報雑誌・IT情報委員会  糸賀副委員長  

今月号の「ロータリーの友」について注目記事をご紹介いた

します。  

◇国際奉仕委員会 濱野委員長  

台中南RCよりホームステイのお礼の手紙を頂きました。 

◇ロータリー情報委員会 石塚委員長 

本日例会終了後、委員会を開催致します。  

 

ゲスト・ビジターご挨拶 

戸田西RC 米山奨学生  インリンケイ 様  

富士山登山ではお世話になりました。 

越谷南RC 米山奨学生  馬 ジュントウ様 

中国に里帰りしました。これからも宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー報告 

◇地域広報雑誌・IT情報委員会  藤田 達夫 委員長 

7月21日に浦和コミニティーセ 

ンターに於きまして、第2770地   

区広報部門セミナーが行われま 

して行って来ましたので、報告 

させて頂きます。まず江口広報 

委員の司会により「奉仕を通じ 

て平和を」、地区活動方針  

“Discover The Rotary”「ロータリーで素晴らしい出会いを」 

地区運営方針 「簡素にして大胆に」のそれぞれのテーマを

中心に田中ガバナーの挨拶から始まりました。田中ガバナー

は国際ロータリーは・戦略計画の三つの重点項目の一つに公

共イメージとブランドを認知させる、現在はネット社会であ

り、このツールは、安価であり世界に繋がっています。地区

ホームページの充実やフェースブックの活用を進めていきま

す。ロータリーの一番 の広報はあなた自身です。次に井橋

広報担当諮問の挨拶があり、まず来年6月23日～26日にリスボ

ン国際大会推進委員でもありますので地区から300名の参加

を目標にお願いします。との挨拶がありました。日本で3人目

30年振りのRI会長が当地区から出ている訳で是非参加をお

願いしたいとの事です。次に牧内地区研修リーダーが挨拶に

立ち35才でロータリアンになり47年の経験をお話になり出会

いの素晴らしさ会員拡大の重要性等に触れた挨拶がありまし

た。次に松島広報部門委員長は広報部門目標及び施策、具体

的な活動目標の説明が有り、RI2770のホームページに会員企

業の宣伝バナーを設置可能として、年間10000円で提供すると

の報告がありました。次に大杉ロータリーの友代表委員がロ

ータリーの友への投稿のお願いの挨拶がありました。基調講

演としてロータリーの友編集長二神典子様の講演がありまし

た。ロータリーブランドの構築：ロータリーの友についてロ

ータリーを知りロータリーを知ってもらおう等について約40

分間の講演でした。ロータリー活動で感動した経験を文章に

纏めて投稿してくださいとの話もありました。和田広報委員

の各クラブに於ける広報についての話と高橋広報委員長の地

域広報についての話があり、三國地区研修委員の講評の後、

田中ガバナーの閉会の挨拶と点鐘でお開きとなりました。 

 

◇クラブ管理運営部門委員会 中島 賴光 委員長 

8月11日に岩淵会長と管理運営 

セミナーに出席して参りました。 

管理運営委員会の役割の一つに 

会員の退会防止が挙げられてお 

ります。米国や日本をはじめい 

わゆるロータリー先進国は未だ 

会員減少の傾向が続いており、 

新会員の入会は一定程度実現されていますが、残念ながら退

会者がそれと同じかそれ以上になっているのが現状です。ロ

ータリーライフを楽しむためには、会長挨拶、卓話の充実を

基本とし、会員間の親睦、コミュニケーションが重要です。

いつも決まったテーブルに決まった人同士で座らない。ソン

グを奉仕の理想ばかりではなく、童謡、クラブ独自の歌にす

る。例会には友人や家族も参加させ、またグループ間の合同

例会を企画するなど親睦を図って頂き会員の皆様にロータリ

ーの良さを理解して貰うように努めて下さい。 

以上の話が三國諮問委員よりありました。 

 

誕生記念月祝 ・結婚記念月祝 

 

 

 

 

 

 



スマイル報告  

ガバナー公式訪問にはお世話様になりました。馬さん、リン

ケイさんようこそ   岩淵 

台中南RC子弟交換、越谷南ロータリーカップ、ガバナー公式

訪問大変皆様にはお世話になりました。  染谷 

今月もよろしく 小林（光） 

本日もよろしく 中村 

馬さん、インさんようこそ 

石田、吉田、木村、本田、二川、木佐、田中、清村、浜野、

奥野、浅水 

インさん久しぶりですね。元気そうで何よりです。 久木野 

馬君お土産美味しかったです。 遠山  

馬君お帰りなさい。１ヶ月ぶりですね。  石塚 

インさん、富士山よかったね。  野呂田 

馬さん、インさんようこそ セミナー報告有難うございます。 

瀬尾 

野呂田さんサッカーお疲れ様でした。浜野さんへ 台中の皆

さんの接待ご苦労様でした。  中島 

９月号月信に富士登山の報告が掲載されています。 吉田 

ガバナー公式訪問無事終わりよかったです。 糸賀 

藤田さん、地区・広報報告ご苦労様です。 長谷川 

ハーレー仲間がまた一人増えそうです。頑張って下さい。 

深井 

誕生祝いありがとうございます。 赤松  

結婚記念月祝いありがとうございます。 水町、岡田、池田 

誕生月、結婚記念月の皆様、おめでとうございます。お客様

ようこそいらっしゃいました。 加藤  

早退します。 神谷 

遅刻してすみません。 石野、佐藤（陽） 

 

出席報告  本田会員 

例会日  平成２４年９月６日  

会員数  
５２名  

出席  
３６名  

出席免除者  
１２名  

欠席  
１６名  

出席率  ７８．８５％  前々回MU  
２名  

MU修正率  ７８．８５％  会報担当：木 佐 

 


