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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1984 回例会
平成 31 年 2 月 18 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
会員卓話

クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議 報告

上野山 雅也 君
会長エレクト 寺下 卓 君
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「我等の生業」
３．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 24 名
出席率 57.14 ％ 前回修正出席率 69.05 ％
４．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！今日は、
お天気が良く、すぐ傍まで春が来
ている様に感じられ気持ちがい
いですね！
さて、今週末の土曜日に当たり
ますが 2 月 23 日は、
「ロータリー
創立記念日」であり、合わせて世
界理解、友情、平和への献身の認
識を協調する「世界理解と平和の日」と定められて
おります。よって本日は、ロータリー創立に至るま
での経緯とロータリーが親睦と奉仕の会であると
云われる所以をお話させて頂きたいと思います。
ロータリー創立当時のシカゴは 1893 年に開催さ
れた万国博覧会の為に過剰に建築された多くの劇
場やホテルが閉鎖され、貸事務所、店舗、アパート
など空き家が目立つ、金融恐慌の一撃に襲われてい
ました。そんな中 1905 年 2 月 23 日の夕方、ロータ
リー創始者の弁護士ポール・ハリスは、クライアン
トで石炭商のシルヴェスター・シールを有名人の溜
り場である、とても評判のよいイリノイ街 18 番の
ボヘミアン料理店「マダム・ガリ」に誘いました。
その店で二人は、ディナーを楽しみながら、お互い
仲良くなって親類付合いをして、互いに助け合う職
業人のクラブを創ることを議論して意気投合し、連
れ立って鉱山技師のガスタヴァス・ロアと洋服屋の
ハイラム・ショーレイが待つユニティービルに赴き
ました。そこで会員同士が心の友となる為の定期的
会合と一業一会員制を提案し、賛同を得てクラブの
基本的構想が決まりクラブ創立に至りました。後に
2 月 23 日は創立記念日と定められ、ロータリークラ
ブの誕生を、お祝いする日になりました。その後の
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

会合は 3 月 9 日にポールの事務所で、さらに 3 月 23
日には、シェスターの石炭置き場でと回数を重ね会
員は 9 名となり、会合場所は、持ち回りで開催する
ことからロータリークラブと名付けられました。そ
して、会員が商品や原材料を購入する時には会員相
互の取引が義務であり、さらに原価で提供すること
を原則とした、所謂互恵取引を行い、例会毎に報告
書を配布し、次回例会の出欠予定と前回の例会以降
に会員間で行われた取引状況を記入することが義
務づけられていました。その為、会員は原価で仕入
れて、それを一般の人に売るのですから大きな利潤
をあげ、事業に多大な経済効果を生み、やがて零細
企業主でもクラブに入会すれば必ず事業は拡大し
大金持ちになれるとさえ言われ、又、全会員の承認
がなければ簡単に入会出来ないことも大きな魅力
となり、入会を薦めれば誰もが快諾することが当然
だと思われていました。ところが、こうした行為に
対して一般の人々からは日増しに非難の声が高ま
り、会員からも批判が出始めました。そんな状況の
中 1906 年 4 月に特許専門の弁理士ドナルド・カー
ターにシカゴクラブへの勧誘を行ったところ、カー
ターは「会員だけが助け合って利益を得ているよう
なエゴイズムの団体は永続性がない、職業を持って
社会で生活している以上、職業を通じて社会に貢献
することが自分の存在する証になる」と云って入会
を断られました。この一件でポール・ハリスは、え
らく反省し、親睦と（互恵取引にみる）相互扶助の
みのクラブでは、この先、限界が来ると感じ、直ち
にロータリーの在り方を転換、定款を改正したので
した。その後ドナルド・カーターは、快く入会し、
シカゴ RC の評判は上がり、創立後三年余りで会員
数 200 名を超えたそうです。そして、創立から 4 年
後の 1909 年にシカゴ市役所と図書館ビル脇に公衆
トイレを設置したことが、最初の社会奉仕活動とな
り、ロータリーは親睦と奉仕のクラブになりました。
５．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○メイクアップ
和歌山 RC
2 月 5 日（火）
花田 宗弘 君
○例会臨時変更のお知らせ
粉河 RC
2 月 20 日（水）→2 月 20 日（水）
12:30～ 青州の里
2 月 27 日（水）→2 月 27 日（水）
12:30～ 和歌山県果樹試験場
かき・もも研究所
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和歌山西 RC
有田 2000RC

岩出 RC

高野山 RC

2 月 20 日（水）→2 月 21 日（木）
18:00～ 魚菜八風
2 月 20 日（水）→2 月 18 日（月）
ふれあい作業所見学移動例会
3 月 6 日（水）→3 月 3 日（日）
有田川町駅伝大会協力例会
3 月 14 日（木）→3 月 14 日（木）
分区４ 合同例会
橋本カントリークラブ
3 月 15 日（金）→3 月 14 日（木）
合同例会 橋本カントリークラブ

○休会のお知らせ
岩出 RC
2 月 21 日（木）
有田 2000RC
3 月 20 日（水）
高野山 RC
3 月 29 日（金）
６．会員卓話
○クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議 報告
上野山 雅也 君
2018 年 12 月 9 日（日）にルミエ
ール花月殿で委員長会議があり、出
席しましたので報告します。
目的はロータリーの公共イメージ
を向上させ奉仕の精神に賛同してい
ただける方を会員増強していきたい
と言う考えに立ち、それぞれの分区
単位で議論しました。
はじめに、地区委員長の豊岡氏からプレゼンがあ
り、ロータリーイメージ向上のため「ロータリーデ
ー」を開催し、一般市民の方々の参加を募り、チラ
シやインターネットを活用した宣伝を行う。また、
ロータリーデーのロゴを入れる。SNS やホームペー
ジで情報発信するとともに地元メディアへもプレ
リリース等も行うことの説明がありました。また、
ロータリークラブのブランド調査としては①一般
の認識は概ね低い②誤解も多い③金持ちの集団④
高齢の方が多い etc とあった。
グループディスカッションでは「公共イメージの
向上と会員増強」のテーマで分区別に実施しました。
海南東 RC からは、
「海南クリーンアップ作戦」を
報告しました。
最後に結論として、ロータリーの公共イメージを
向上させ会員増強をはかるには、各クラブが率先し
て行うことが必要だが、できることに限界がある。
会員の温度差もあり、予算のこともある。最終的に
は RI や地区は先頭に立ち実施していただきたい。
○会長エレクト
寺下 卓 君
昨日は、地区の次年度地区チー
ム研修セミナーに花田さんと中西
さんと一緒に参加しました。3 月 9
日には PETS も開催され、次年度の
準備期間がスタートしました。海
南東 RC でも前田幹事エレクトとそ
ろそろ準備を始めていきます。次
年度のガバナーは、中野 均さん（堺東 RC）です。
また、RI 会長は マーク・ダニエル・マローニー（米
国、アラバマ州ジケーターRC）です。次年度のテー
マは、
「ロータリーは世界をつなぐ」ROTARY CONNECTS
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

THE WOELD です。詳しくは、当クラブの 1 月 21 日の
週報とガバナー月信の 2 月号に掲載していますので、
ご覧ください。また、世界大会はハワイのホノルル
で来年の 6 月に開催です。
私は、1959 年生まれ、2000-01 年度に海南東 RC 入
会しました。上野山さんと山畑会長と同期です。私
の会長年度は、丁度クラブの創立 45 周年、入会し
て 20 年を迎える年、年齢が 60 歳と節目の年度にな
ります。
（幹事の時も 10 年前の 2009-10 年どの花畑
会長年度で、50 歳、創立 35 周年でした。）
本日は「海南東 RC を考える」と言うテーマで卓話
させていただきます。私は入会後、クラブでは、職
業がコンピュータ屋なので、週報とホームページを
担当してきました。宮田さんから週報を引き継ぎ、
1 号からの記録が電子データで残しています。また、
海南東 RC のホームページのバックナンバーを残し
ています。私は、昔から、歴史が好きです。海南東
RC の歴史も HP で知ることが出来ます。関心のある
方は、是非、ご覧ください。また、今年度の最終例
会あたりが 2000 回例会になりそうです。
幸いなことに私のクラブでの日頃の仕事はロー
タリーの情報を整理し、皆さんに伝え、報告するこ
とです。そんなことで、ロータリーのことは、イヤ
でも知ることになります。でも、忘れることも多く、
会長エレクトを契機に再度、勉強してみることにし
ました。おおまかに、紹介させていただきますが、
卓話では時間的に無理でしたので、別資料でまとめ
てみました。暇なときに読んでください。また、こ
こ数年、新会員の方々も増えてきました。この機会
に是非、ロータリーを知っていただければ幸いです。
７．閉会点鐘

2019 年 2 月 24 日（日) 清掃活動

次回例会 2019 年 2 月 25 日（月）12:30～
第 1985 回例会 海南商工会議所４F
ゲスト卓話 「外国人から見た和歌山の魅力」
サイ モン ワーン さん（オーストラリア）

卓 君 卓話よろしくお願いします。
寺下
土井 元司 君 母と兄の法事が無事に終わりま
した。孫のクラリネット発表会に
行って来ました。
小椋 孝一 君 TV“ちちんぷいぷい”で紀美野
町が上映されました。
中西 秀文 君 2 月 10 日に次男の結婚式が終わ
りホットしています。
田岡 郁敏 君 2 月 10 日、防災訓練（合同）を
実施。車をぶつけそうになり車の
システムに感謝。
理事会残金

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一
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