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平成２５年１月９日
国歌・ロータリーソング斉唱・黙想
ゲスト・ビジター紹介
RI3750 地区学生訪日団
パク・チウォンさん
ジュ・ダユンさん
キム・ナユンさん
米山奨学生
馬 俊涛君
１月の誕生月・記念月祝
＜誕生月＞ 中尾 紘会員・藤田達夫会員・斎藤寿一会員
奥野明彦会員・加藤修子会員・黄 国偉会員
＜記念月＞ 糸賀正修会員・石塚一男会員・大熊 進会員
檜山和彦会員・加藤修子会員・黄 国偉会員

会長挨拶

岩淵修一会長
皆さん今日は、そして明けまして
おめでとう御座います
今年は 2013 年最初の事業として韓
国より 3 人の学生さんが5 日より 10
日までの予定で訪日しております。
3
人の皆さんアニョンハセヨ、そして
日本の文化や生活を短い間ですが楽
しんでいって下さい。野呂田さん始
め新世代委員の皆さん宜しくお願いします。
今日は 9 日ですが 1 月の第一例会ですのでロータリーの話
をします。
国際ロータリーに復帰したときの話です。
1945 年に第 2 次世界大戦が終わった後の、各国の復帰につ
いては、
『ロータリー日本五十年史』に見ることができます。
1945年3月グアムのロータリークラブが国際ロータリーへ復
帰したのが被占領地で復活した最初で、同じ年にフランス、
ベルギー、オランダ、ノルウェー、フィリピンにある 66 クラ
ブが復活し、1946 年にはシンガポール、上海、香港、ラング
ーン、アテネ、およびチェコスロバキアの 6 クラブが復活し

第１８９１回例会
た。枢軸国から最初に帰ってきたのはイタリアのクラブで、
ルクセンブルク、マラヤ連邦、ギリシャ、ビルマ、シャム、
蘭領インドおよびトリエステなどの被占領国からも続々とク
ラブが復帰してきた。
日本の状況について同書では、日本においても戦争が終わ
ると直ぐ国際ロータリーへ復帰の希望がわき起こり、東京、
大阪、京都、神戸などの各曜会はボツボツ連絡をとり始め、
名簿の交換、出席率の知らせ合いなどをやり始めた。大阪
66.33%、京都 62.55%、札幌 62.16%、小樽 64.8%、旭川 61.5%、
東京 58.6%、盛岡 54.67%、名古屋 42.7%、神戸 36%、門司 22.25%
という記録が残っている。と当時の人々の国際ロータリー復
帰への思いが書かれています。
その経過については、ダグラス・マッカーサー元帥の副官
バンカー大佐からの情報にあった吉報が同年 9 月 1 日にやっ
てきた。国際口－タリー中央アジア駐在員としてインドのボ
ンベイにいたジョージ・ミーンズが帰米の道を日本へ立寄り
東京のロータリー復帰協議会を訪れ、小松隆会長の案内で東
京水曜クラブの例会に出席し、翌 9 月２日には小松隆に伴わ
れて神戸へ着き、鈴木岩蔵会長に迎えられて神戸木曜会の例
会へ出席、さらに翌 9 月３日には大丸百貨店に大阪金曜会を
訪れて里見純吉会長と懇談し、午後は京都のホテルラクヨー
で京都水曜会の絹川清と会い、その夜東京へ引き返し 9 月７
日空路アメリカへ帰っていった。
ミーンズは国際ロータリーの命をうけて日本のもとのロータ
リークラブの現状を見るために来たのであって、その復帰に
は努力するが、それまではロータリーという名称や歯車の記
章の使用などは慎しむよう注意した。
と述べられていますが、
このようにして、1949 年 3 月 23 日、東京仮ロータリークラ
ブができ、小林雅一氏が会長となり、3 月 29 日に旧登録番号
855 で再登録され、日本のロータリークラブが国際ロータリ
ーに復帰しました。その後、京都 4 月５日、大阪、名古屋、
神戸は 4 月 13 日、福岡 4 月 22 日、札幌 5 月２日と、まず 7
クラブが、続けてロータリーヘの復帰を果たすことになりま
す。続いて、横浜、今治、高知、広島、西宮。徳島、岡山、
函館、小樽、熊本、新潟、四日市、岐阜の 13 クラブが 1949
年のうちに復帰しました。うれしいニュースは続きました。
同年 11 月、戦後新設クラブの第一陣として、一宮ロータリー
クラブが、次いで小倉ロータリークラブが誕生したのです。
新たな発展の始まりただ、非常に残念なことに、日本のロー
タリーの創始者、米山梅吉は 1946 年 4 月 28 日、福島喜三次
は同年 9 月 17 日、日本のロータリーの復帰を見ることな<相

次いで亡<なっていました。当時の、日本のすべてのロータリ
アンが、この二人にこの明るい出来事を見てもらいたかった
と思っていたに違いありません。
幹事報告
1.

2.

3.
4.

染谷宗一幹事

第７回定例理事会が開催されました。
① １・２月のプログラムについて
承認
② クリスマス夜間例会(親睦)決算
報告 承認
③ もちつき＆池田節子さん Welcome(親睦・会員増強)
決算報告 承認
④ 台中訪問（国際奉仕） 途中経過報告
⑤ 夜間例会について（会長） 保留
国際ロータリー会長田中作次様より東ヶ崎潔記念ダイ
アログハウス(国際基督教大学)に募金の要請が来てい
ます。
越谷ロータリークラブより創立 50 周年記念誌が届いて
います。
日本ロータリー親睦ゴルフ大会の案内が来ています。

委員会報告
◇新世代委員会
野呂田昭仁委員長
訪日団受入れにつきまして、会員の皆様
にご協力いただきましたこと、お礼申し上
げます。特にホストファミリーを務めてい
ただいた中島会員ご夫妻、通訳でずっと付
き添っていただいた石田会員奥様にはたい
へんなご苦労をいただき誠にありがとうご
ざいました。
◇ＩＭ実行委員会
中島頼光委員
第 8Ｇ新年合同例会、1/18(金)18:00 受付、18:30 点鐘とな
ります。多数の参加お願い致します。
◇被選理事会
中島次年度幹事
次年度理事役員は 1/15(火)富みふじにて被選理事会を開
催しますので参加お願い致します。
◇ハイキング同好会
石塚一男会員
1/12(土)新春ハイキング「谷中七福神」17 名の参加となり
ました。楽しく行って参ります。
表彰等
R 財団 ポール・ハリス フェロー賞
中島頼光会員
米山功労賞
赤松則宏会員
中内啓夫会員

訪日団に当クラブバナーの贈呈
訪日団に石野榮一会員よりお土産の贈呈

米山奨学金授与
馬 俊涛君
中国では新しい生活のスター
ト時に坊主頭にするという風
習もあるとのことです。失敗
とか失恋ではないのでご心配
なく。
ゲスト・ビジターご挨拶
RI3750 地区学生訪日団
パク・チウォンさん
ジュ・ダユンさん
キム・ナユンさん

クラブ協議会
下半期各委員会事業計画
・石田国勝副会長
・クラブ管理運営部門委員会
・プログラム委員会
・会報委員会
・親睦委員会
・ロータリー情報委員会
・広報雑誌・IT 情報委員会
・会員増強・退会防止委員会
・奉仕プロジェクト常任委員会
・職業奉仕・職業分類・会員選考委員会
・新世代委員会
・国際奉仕委員会
・ロータリー財団常任委員会
・米山記念奨学常任委員会
・ＳＡＡ
・会計
・会計監査
・戦略計画委員会
・40 周年記念委員会

スマイル報告
韓国訪日団の皆さんようこそ！
岩淵、浅水、深井、瀬尾、清村、中内
野呂田委員長、中島会員訪日団受入れお疲れさま。
石田、飯泉、木佐
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく！
赤松、仁多見、木村、中島、本田、池田(玄)
中野、神谷、岡田、小林(光)、濱野、吉田
久木野、田中、水町、野呂田、二川、染谷
本年よりお世話になります。色々お教えください。
池田(節)
1/12 谷中七福神巡り参加者は新越谷改札に朝 9 時集合です。
石塚
誕生祝いありがとうございます。
奥野、加藤、藤田、石野(12 月)
結婚祝いありがとうございます。
糸賀、石塚、大熊
皆さんのおかげで無事永住ビザをとれました。ありがとうご
ざいます。
黄
黄さん永住権獲得おめでとう。
入国管理局も怖くないですね。
赤松
馬君、失恋でなくて良かったです。
遠山

出席報告
例 会
会
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数

５１名
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３７名

出席免除者

１１名

欠席

１４名

出

員

日

席

率

８４．３０％

MU 修正率

６４．００％

前々回 MU

２名

会報担当：清 村

――――― 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
http://www.koshigayasouth-rc.jp

