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 東南アジアがきな臭くなって来ましたね。 

 21世紀の世の中で今だにこんな事をやってる

のは困ったものだと思いますが、世界が平和に

なったら困る人たちがいる証かもしれません

ね。タイでクーデター発生と言うニュースが飛

び交ってますが、タイでは毎度のことで、軍が

仲介役として出て来た。タイ国民にとっては、

またか、と言う感じなのかもしれませんが、軍

が本気だぞと言うことを見せつけるためのパ

フォーマンスでは無いかと思います。タイ訪問

も来週に迫ってますので、様子を見ておきたい

と思います。 

 本日は創立記念例会です。後ほど和田ロータ

リー情報委員長から創立記念卓話をして頂きま

す。 

 先週17日(土)に行われた天草中央ロータリー

の30周年式典へ伊久美会員・山賀会員・井手幹

事、中島会員は急用で欠席でしたので、４名で

参加して参りました。記念事業として天草ロー

タリーメンバーによる「フォーテスト一座」の

天草特攻隊という演劇がありました。これがな

かなか素人とは思えない内容ですごかったで

す。メンバー全員が一丸となって純粋に活動し

ている姿はとても美しかったし、人吉ロータ

リーもああなれたらいいのにと思いました。 

 本日はフリーメイソンとロータリーについて

調べてみたことをご紹介したいと思います。 

 フリーメイソンという組織をご存知または聞

いたことくらいはある、という方は多いかと思

いますが、その実態をご存知の方は少ないと思

います。なぜならこのフリーメイソンは秘密結

社であり、会員は秘密の厳守を誓わされるとて

も閉鎖的な組織だからです。  

 ＲＩが1997年に発行した「Paul Harris and 

his successors ポール・ハリスとその後継者

たち」中に、ＲＩ自身が今までタブーとされて

きたフリーメイソンとの関係に触れて、レイモ

ンド・ヘイバンズ元ＲＩ会長がフリーメイソン

であったことを公表しています。 

 この文中には「レイは、カンザスシティーの

スコッティシュ・ライトの元指導者であり、フ

リーメイソンの33階級であり、地元のフリーメ

イソン教会の元実力者でした。」と記載されて

います。スコッティッシュ・ライトはフリーメ

イソンの上位階級を意味し、33階級とはフリー

メイソンの最高位の最高大総監であったことを

表しています。なお「ポール・ハリスとその後

継者たち」にはヘイバンズ元会長以外にも、

1918-19年度ＲＩ会長ジョン・プール、1941-42

年度ＲＩ会長トム・デービスはフリーメイソン

であり、1955-56年度RI会長A.Z.ベーカーはフ

リーメイソンの33階級であったことが紹介され

ています。東ヶ崎潔元ＲＩ会長もフリーメイソ

ンであると書いている文献もありますが、ロー

タリーの公文書にはそのことに関する記載はあ

りません。 

 インターネット上の百科事典「ウィキペディ

ア」には、「ロータリークラブの創始者である

ポール・ハリスはフリーメイソンであったが、

社会奉仕と慈善活動に専念する公開結社とし

て、ロータリークラブを設立したといわれてい

ます。ただし、ロータリークラブ側は、組織と

してのフリーメイソンとのつながりは否定して
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いる。」と記載されていますが、ロータリーの

公文書にはポール・ハリスがフリーメイソンで

あったという記述はありません。 

 フリーメイソンと言うと何やら得体の知れな

い秘密結社というイメージが強いようです。中

世騎士団の末裔とか、ユダヤ人の秘密結社と

か、世界制覇を狙った地下組織といった見方を

する人もいるようですが、それはどうやら、

「ダビンチ・コード」や「悪魔と天使」などの

小説や映画の世界の影響を受けた話のようで、

本当はイギリスで生まれた石工職人を中心とし

た専門職種集団が、その後友愛団体に発展した

というのが通説のようです。その目的は友愛

fraternityと一つの世界one worldだと言われ

ています。入会条件として「無神論者」「女

性」「身体障害者」を排除しているところが特

異的です。ロータリーで説く親睦fellowshipや

世界社会奉仕world community serviceの考え

方とよく似ているところが、世間の人がロータ

リーと混同する原因かも知れません。 

 ロータリアンの中にフリーメイソンが沢山い

ることは間違いのない事実であり、自分がフ

リーメイソンであることを誇らしげに語る人も

少なくないようです。外国では胡散臭い秘密結

社ではなく、誇りを持ったエリート集団だと考

えている様です。フリーメイソンの上部組織と

いわれるイルミナティの文献の中には、ロータ

リーやライオンズはイルミナティの下部組織の

一つであると書かれていますが、ロータリーの

文献のどこを探しても、イルミナティやフリー

メイソンとの関係を窺わせる記述はありませ

ん。フリーメイソンの会員数は600万人といわ

れ、そのうちアメリカ人は200万人ともいわれ

ますが、近年は会員数が減少していると言われ

ています。  

 アメリカに会員が多いのは初期の移民が宗教

闘争から逃れてきた者が多く、その中にフリー

メイソンの会員が多かったからです。そして独

立戦争に多くのフリーメイソンがかかわり、ベ

ンジャミン・フランクリンやジョージ・ワシン

トンなどアメリカ建国の父といわれる56人のう

ち、53人がフリーメイソンの会員でした。また

歴代アメリカ合州国大統領のうち14人、一説に

は15人がフリーメイソンと言われています。  

 フランス革命に加わった民衆の中にも多くの

フリーメイソンがいたこともあり、アメリカの

独立の記念にフランスのフリーメイソンからア

メリカのフリーメイソンに自由の女神像が贈ら

れました。女神像の台座にはその経緯と紋章が

刻まれています。 日本とフリーメイソンとの

かかわりは江戸末期に日本に開国を迫ったペ

リー提督がフリーメイソンだったことから始ま

り、フランクリン・ルーズベルトやトルーマ

ン、ダグラス・マッカーサーなども会員で、戦

後アメリカ人によって作られた日本国憲法第２

１条に謳われている「集会の自由、結社の自

由、言論の自由」はまさにフリーメイソンの理

想です。  

 元首相、鳩山一郎はフリーメイソンであり、

彼が設立した「友愛同志会」はフリーメイソン

の精神を基礎にしたものだと著書の中で述べて

います。鳩山一郎の薫陶を受けた鳩山由紀夫、

鳩山邦夫兄弟が盛んに「友愛fraternity」とい

う言葉を強調していますが、これがフリーメイ

ソンの考え方を基本にして日本の政治の舵を取

ることを意味するのならば、何か不気味で危険

な感じがします。民主党政権が、早く終わって

良かったと言う事でしょうか？ 

 

 ﾑｰﾋﾞｰ[RI会長ロン･バートンよりメッセージ] 
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【連絡事項】 

①人吉市暴力追放協議会 総会の開催案内が届 

 いております。日時:6/19(木)15:00～16:00  

 場所:人吉警察署3F会議室、年会費¥10,000と 

 なっております。 

 →立山社会奉仕委員長へお渡しします。 

②H26年度人吉市青少年育成市民会議第2回理事 

 会の開催案内が届いております。日時5/26   

 (月)9:00～場所:市役所別館2Ｆ202会議室 

 →会長へお渡しします。 

③球磨の民謡全国選手権大会実行委員会より、 

 第２回球磨の民謡全国選手権大会の後援依頼 

 及び同時開催されます 第18回球磨川舟唄全 

 国大会への協賛依頼が届いております。  

 →次年度へお渡しします。 

【例会変更・取止め】     

 熊本江南RC→6/11 歳祝いの会のため18:30～ 

    場所を「マリーグレイス」に変更 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫  
 
 浦田繁喜会員より、[無

事退院、これからの健康を

願い]ロータリー財団、米

山記念奨学会へご寄付があ

りました。 

 

 

【次年度より】    次年度会長 鳥井正徳 

 人吉ロータリークラブ細則変更についてお願

いをいたします。先日、委員会組織表をお渡し

しご協力をお願いしましたが、委員会組織の変



更を行いますので、人吉ロータ

リ ー ク ラ ブ 細 則 第 ７ 条「委 員

会」、及び第８条「委員会の任

務」について、細則変更を行いた

いと思います。〈細則(案）説明〉

ご覧にいただいてご意見等をお聞

かせ頂きたいと思います。後日総会を開きまし

て承認を求めることになります。どうぞ宜しく

お願いいたします。 

 
   
   委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】      村山能史委員長 

 賀寿会の案内です。６月６日の例会はあゆの

里にて賀寿の会を行います。今年度の歳祝いは

６名、米寿：増田力会員、喜 寿：鳥井正徳会

員、古稀：山田仁法会員、還 暦：中川貴夫会

員・本田節会員・立山茂会員です。18時30分か

ら例会、その後賀寿の会になります。 

 ご案内をＦＡＸしますので期日までに出欠の

返信をお願いいたします。皆様の多くのご参加

をお待ちしております。 

【ロータリー情報委員会】 委員長 和田栄司 

  

   

 

   人吉ロータリークラブ 

  創立５７年記念卓話   

 （日本のロータリークラブ創立９４年） 

 

ロータリーとその精神 
 
１）初期のロータリークラブの目的 

 ポールハリスは、「なぜロータリークラブを

作ったのか」の問いに、「私はたださみしかっ

ただけ、ロータリーがこんなに広まるとは思っ

てもいなかった」と語ったそうですが。世界の

ロータリアンは今でも週に一度は食事を共に

し、ロータリーソングのほか、君が代を歌い、

楽しいひと時を過ごしています。そのロータ

リー精神はどのように作られてきたのか、少し

調べてみました。 
 
２）相互扶助から奉仕の精神への成長する理念 

 ポールハリスとその仲間4人でロータリーク

ラブが作られたことは皆さんよくしつてられる

と思います。その最初の、目的は「親睦と相互

扶助」であってあくまでも会員の利害得失の域

を出ませんでした。たとえば、誰かが洋服を作

るときには、仕立て職人のハイラム・ショ‐レ

‐の原価で提供させ、それを例会で発表すると

いったぐあいです。しかし、それでも寂しさ抱

えた人間が渦巻く都会です。趣旨に賛同する者

が次々に現れ、会員は会合のたびに増えていき

ました。 

 そしてクラブ誕生から2年後のこと現在の

ロータリークラブの思想までにつながる有る出

来事がありました。弁護士のドナルド・カー

ターに入会を勧誘し、入会を断られたのです。

理由は「自分たちの利益だけを追求する団体

は、社会的に意味がない。そんな団体はやがて

崩壊する」というのです。 

 38歳になったポールハリスは、その言葉に

すっかり感心して、「自分の周り、みんなが幸

せでなければ、自分たちも幸福になれないの

だ。世のため人のために何か自分たちのできる

ことをしよう。」と決意します。 

 早速、綱領に「シカゴの繁栄とシカゴ市民の

幸福のために」という言葉の追加を提案、そし

て「相互扶助」の文字を削除したのです。ロー

タリークラブに、初めて奉仕の概念がめばえ、

同時に地域社会への奉仕の概念が生まれた瞬間

でした。 
 
３）全米ロータリークラブから国際ロータリー 

  クラブ連合会へ 

 素晴らしい理念を得て、会員はますます増え

ゴルフ愛好会５月例杯成績ゴルフ愛好会５月例杯成績  5/11球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 北昌二郎 42 45 87 14 73 

準優勝 浅野 強 39 39 78 5.4 72.6 

３位 塚本哲也 40 45 85 9 76 

４位 岩本泰典 47 46 93 16 77 

５位 戸髙克彦 46 45 91 9 82 

７位 板井英朗 50 54 104 21.6 82.4 

１０位 青木一幸 54 48 102 18 84 

 ＢＢ賞  伊久美寛志 

 敢闘賞  岩井和彦 

ニアピン   
  日向⑤ 伊久美寛志 青木一幸 

 肥後④ 板井英朗  北昌二郎 

べスグロ  
６９歳以下    浅野 強  

７０歳以上    岩本泰典 

＊届け出欠席 有村・戸髙・延岡・中川・下田・丸尾・片岡 

       堤正・岡・外山・中村・北・尾上・上田・大賀 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山 

＊メークアップ  

 地区大会；釜田・片岡・川越・北・小林清・小林祐・丸尾 

      増田・宮原・宮山・水野・村山・永尾・中川 

      中村・中島 

本日の出席率 

会   員   数   65名   75.41% 

出 席 免 除  4名 5 / 9 出 席 率 73.33％ 

欠 席 者 数 15名 補  填  数 16名 

出 席 者 数  46名 修 正 出 席 率 100％ 



国際ロータリークラブ連合会は1922年（大正11

年）に現在の国際ロータリークラブへと改称し

たのです。 
 
６）米山梅吉の精神、又戦前のロータリークラ 

  ブの精神 

 米山梅吉は「ロータリーの例会は人生の道場

である、」と言いました。ロータリーの理念

は、現代にあっても理想的な人間の生き方、社

会の在り方、あるいは企業の在り方、に通じる

ものなのです。戦前のロータリアンはみんなこ

れを信奉し、例会をロータリークラブの中核に

どっしりと据えていました。例会の途中で退席

するなど、考えもしないことでした。中途退席

が目立つようになったのは、1960～1961年（昭

和35～36年）ごろではないかと言われていま

す。 
 
７）最後に 

 戦後すぐの1946年（昭和21年）4月28日、米

山梅吉が故郷の沼津に疎開したまま長逝し、更

に同年9月17日に福島喜三次も亡くなりまし

た。その翌年1月27日にはポールハリスが逝去

しました。わずか9カ月間に、ロータリーの創

始者、日本ロータリーの創設者が相次いでこの

世を去ったのです。希望に燃えていた会員たち

にとって、さびしいかぎりだったことでしょ

う。  

 現在のように精神性がだんだん失われてい

る、混沌とした時代にロータリーは、今度はど

のような方向へ舵を切るのでしょうか。 

  

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 

・立山会員 ６月６日の賀寿会では還暦祝いを 

 していただけるとのことですが、残念ながら 

 神戸出張のため欠席します。同じ日生まれの 

 本田会員を私の分まで祝ってやってくださ 

 い。前もってごめんねします。    1,000 

・葉山会員 浦田さん、無事にご生還されお目 

 出とうございます。手術中に「浦田さんの耳 

 に私の声が聞こえたんだけど」と雑談で話を 

 されましたが、タマタマその時、手術中の隣 

 の部屋におりました。        2,000 

・井手幹事 浦田パスト会長、ゴルフ及び飲み 

 方への復帰も心待ちにしております。 1,000   

・友永会員 早退します。       2,000 

 

 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

ていきます。入会当初は力のなかった人たちも

次第に力をつけ、業界の中で頭角をあらわす人

も出てきました。そうなると、もともと社会的

な地位や財力のある人も入会してくるようにな

りました。 

 ポールハリスはシカゴだけでなく、おもな都

市にもロータリークラブを広めようと考えまし

た。奉仕の理念が生まれるときにも「自分たち

のために入会したんだ」という反対がありまし

たが。この時もやはり反対者がいました。それ

でも、1910年(明治43年)のカナダのウイ二ペグ

に１７番目のロータリークラブができたことで

1912年(大正2年)その頃16のクラブをまとめて

いた全米ロータリークラブ連合会を国際ロータ

リークラブ連合会とあらためます。ロータリー

クラブはこのときはじめて、国際化したといえ

るでしょう。 
 
４）そして日本へ 

 我が国のロータリークラブは1920年(大正9

年)10月20日、とうじ、三井銀行の重役だった

米山梅吉が東京で初めて設立し、翌年4月1日に

世界で855番目のクラブとして加盟承認された

と記録にあります。しかし、これには、もう少

し、あまり知られていない歴史があるのです。

1904年三井物産に入社した福島喜三次はニュー

ヨーク支店勤務を経たあと、1912年のダラスで

三井物産の子会社を設立し、大々的な綿花の商

いをしていました。1915年には、34歳でダラス

ロータリークラブのメンバーになっていまし

た。日本人第１号のロータリアンです。その彼

が、数年後に転任で帰国する際、送別会の席で

「東京へ戻ったら、東京ロ―タリークラブを

作ったらどうか」とすすめられたのです。 

 国際ロータリークラブ連合会の委託を受けて

帰った福島喜三次、かなり優秀な人ではありま

したが、三井物産の社員の一人にすぎず、東京

ロータリークラブのあまりに大きな仕事でし

た。そこで三井銀行の重役だった米山梅吉に依

頼したのです。 

 米山梅吉はアメリカ旅行のさいに福島喜三次

の家に三泊しており、その時喜三時の紹介でダ

ラスロータリークラブを表敬訪問したらしく、

ロータリークラブの予備知識はあったようで

す。こうして米山梅吉が会長となり、福島喜三

次が幹事となって、東京ロータリークラブが生

まれたのです。 
 
５）国際ロータリークラブ連合会から国際ロー  

  タリークラブへ 

 そしてこの間、1914年（大正3年）の勃発し

た第１次世界大戦とその戦後処理を経験した

ロータリークラブは、「奉仕の中に地域社会を

超えた国際奉仕」という概念を抱くにいたり、


