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会長挨拶

岩淵修一会長

皆さんこんにちは
越谷クラブの神戸会長・幹事の川口さ
んようこそいらっしゃいました。又青
少年交換の前澤さんお帰りなさい、一
年間ご苦労様でした。
梅雨も明けて暑い盛りの８月になりま
した。
これから暫らくの間、猛暑が続くと思
いますが、熱中症や健康には
十分気をつけて頂きたいと思います。
私は、今年の一年間の会長挨拶を第一例会は、ロータリーに
関するお話をさせて頂こうと思います第二例会からは、越谷
の歴史についてお話をさせていただきます。
今日は、ロータリーの誕生、１２０万人を擁する組織は、た
った４人ではじまったと言う話です。
（ユニティ・ビル７１１号室であげた産声）
それは、1905（明治３8 年）年２月２３日である。この頃は、
自動車がようやく実用化の段階に入ったばかりで、まだ馬車
の方が幅を利かせており、飛行機もそれより一年ばかり前ラ
イト兄弟によって発明されていたが、ほんの 2～３分間空に
浮かぶことが出来る程度であった（日本でいえば、日露戦争
の終わった年に当たる。
この年の２月２３日の晩、米国イリノイ州のシカゴで４人の

小林光蔵

第１８７０回例会
人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの７１１号室に集ま
った４人というのは、弁護士のポールＰハリス、石炭商のシ
ルベスター・シール、鉱山技師のガスターバスＥローア、
洋服商のハイラムショーレーである。
“ガス”ローアの事務所
であるこの部屋は狭く、机が 1 つとあまり掛け心地の良くな
い椅子が 4 つ置かれているほか隅に洋服掛けがあり、壁には
写真が 1～２枚と工事関係の図表が掛かっている。当時のあ
りふれた事務所であったようだ。４人は、ポール・ハリスが
過去５年間あたためてきたアイデアについて語りあった。簡
単にいうと、お互いの事業あるいは職業上の結びつきを通じ
て、友好的交友的関係を築くことができるはずであり、また
そうするべきであるというのである。仕事の上での関係が、
友情の妨げとなることはないと、ポールは考えたのである。
では、ポールが集めたこの４人はどんな人であったろうか。
ポールはその著「ＴＨＩＳ ＲＯＴＡＲＩＡＮ ＡＧＥ（ロー
タリーの理想と友愛）の中で、この点に次のようなことを書
いている。
湖畔の一都市を舞台として、一場のドラマがはじまった。
このドラマがどんな意義をもつものであるか、何人も予測し
得たものはいない。
その晩、
７１１号室で語り合った４人は、
話が進むにつれ、職業を通じて結ばれた関係は、個人的な友
情に発展させることができるし、またそうすべきであること
を、お互いに一段とと深く認識しあったのである。
そして、さらに話し合いを続けた結果、このような交友を関
係をはぐくむためには、何らかのクラブをつくることが一番
良いという結論に達したのであった。ロータリークラブとい
う名称は、このとき、その場で決められたわけではなかった
が、実質的には、１９０５年２月２３日の晩に開かれたこの
会合が、世界最初のロータリークラブの第一回の会合となっ
たのである。
これが、
現在、
世界に１２０万人を擁する国際ロータリーの、
草々の物語です。
引用文献「ロータリーの友１９６９年２月号」
「ロータリーへの私の道」
以上会長挨拶とさせていただきます
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染谷宗一幹事

第２回理事会が開催されました。
① ８・９月のプログラムについて 承認
② 台中南扶輪社子弟ホームステイについて 承認
③ 親睦夜間家族例会の収支報告と納涼会について
承認
④ ガバナー公式訪問の懇親会について 承認
⑤ 南越谷阿波踊りへの協賛金について 承認
⑥ 退会届の受理について 保留
⑦ その他
地区より「リスボン国際大会準備委員会決起集会」の案
内が届いています。
地区より国際奉仕活動についてのアンケートが来てい
ます。
ロータリーの友からのお知らせが届いています。
ロータリー財団より確定申告用寄付
金領収書についてのお願いが来てい
ます。
前澤さんよりお土産をいただきまし
た。
例会場の鍵を持っている方は幹事ま
で連絡お願い致します。

委員会報告
◇地域広報雑誌・IT 情報委員会
加藤修子委員
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。
◇新世代委員会
野呂田昭仁委員長
本日例会終了後、委員会を開催致します。
◇ロータリー財団委員会
池田玄一委員長
財団より税額控除の説明と領収書が届きましたので配布い
たします。
◇親睦委員会
清村勝之委員長
8/19(日)中村清掃さんにて納涼会を開催致します。ご家族
お誘い合わせの上、多数の参加をお願い致します。
◇社会奉仕委員会
中村幸江副委員長
恒例のあけぼの学園遠足ですが、今年は観劇へと変更にな
ります。10/5 を予定としていますので皆様のご協力をお願い
致します。
◇富士登山報告
吉田豊治会員
総勢 35 名の登山隊無事帰着いたしました。
天気にも恵まれ、
楽しい登山となりました。野呂田さん、木村さん、久木野さ
んの若手 3 人の活躍で素晴しい登山となりましたこと報告申
し上げます。
表彰等
R 財団 ポール・ハリス フェロー賞(3 回目)
岩淵秀一会員

ゲスト・ビジターご挨拶
越谷 RC 会長 神戸廣通 様
越谷 RC 幹事 川口一海 様

一年間、お世話になります。宜しくお願い致します。
青少年交換留学生帰国報告

前澤愛理沙さん

一年間の留学生活を写真を交えて報告頂きました。
長いようで短かった一年間、特に最後の一ヶ月はあっという
間だったそうです。
留学経験を経て得られた経験と人脈を基に、よりいっそうの
ご活躍を期待しております。ありがとうございました。
スマイル報告
日頃大変お世話になっております。親クラブの会長として頑
張りますので、これからも宜しくお願いします。
越谷 RC 神戸会長様
越谷南 RC の皆様こんにちは。お世話になっています。一年間
頑張りますので宜しくお願いします。 越谷 RC 川口幹事様
越谷 RC 神戸会長・川口幹事ようこそ。
岩淵、染谷、浅水、中島、岡田、池田(玄)
小林(光)、石塚、
お客様ようこそ
石野、田中、濱野、斎藤、水町、中村
娘が無事帰国いたしました。ありがとうございました。
前澤様
前澤さんようこそ。お帰りなさい。
岩淵、浅水、二川、池田(玄)、石田、
加藤、清村、神谷
愛理沙さん一年前に比べとてもキュートで美人になりました
ね。
遠山
誕生祝いありがとうございます。中野、神谷、飯泉、野呂田
誕生月の皆様、おめでとうございます。これからも元気でが
んばってください。
岸田
本日もよろしく。
赤松
超我の奉仕賞、吉田パストガバナーおめでとうございます。
小林(光)、中島
富士登山、野呂田さん、木村さん、久木野さん協力ありがと
うございました。
吉田

クラブ並びに会員の皆様より、阿波踊りの協賛金をいただき
ありがとうございます。
吉澤、中内
真夏日が続きます。今月もよろしく。
中尾
本日遅刻しました。
中尾
残暑お見舞い申し上げます。
大門スタッフ一同
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――――― クラブプロフィール ―――――
☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
☆例
会
日 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
☆例会場・事務局 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp
メールアドレスが変わりました。御手元の登録を
変更いただきますようお願い致します。

