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   会長 鳥井正徳 

 春風マラソンが過ぎて

も、まだ厳しい寒さが続き

ます。 

 ２月23日はロータリー創

立記念日です。ポール・ハ

リスが1905年（110年前）シカゴで、３人の友

人達と会合した日であることは、御存知のこと

と思います。例年当クラブでは、創立記念日近

い例会で、創立記念卓話をお願いすることに

なっていますが、本日は浦田パスと会長にお願

いすることに致しました。100年の歴史に思い

を重ねながらご静聴をお願い致します。 

 「人吉ＲＣ奨学金制度」の第１回奨学生が、

先日の理事会で承認されましたことは、先週の

例会で幹事が報告申し上げましたが、先日、人

吉高校と球磨工業高校の校長先生にお会いし、

決定通知書をお渡し致しました。両校長から大

変感謝の言葉をいただきました。本人と家庭へ

の通知は、校長先生のことばを添えまして行う

ことになりました。今後は、４月初めに、本

人・保護者・学校関係者を交えて、認定式を行

うことになります。奨学生の人吉ＲＣへの挨拶

は、夏休み中の例会で実施することといたしま

した。 

 奨学生が決定し、通知いたしましたので、

奨学生を簡単にご紹介いたしたいと思いま

す。 （奨学生の紹介） 

 以上、簡単に紹介いたしました。６人中５人

は母子家庭ですが、推薦文、作文から６人共

申し分のない生徒で、将来が期待されます。

知人の方もおありと思いますが、しばらくは

会員のみにとどめておいてください。人吉Ｒ

Ｃを忘れることなくがんばってほしいと思い

ます。 

 

 

   幹事 有馬宏昭 

 

【連絡事項】 

①第2720地区野田三郎ガバナーエレクトから  

 2015～2016年度会長エレクト研修セミナー  

 （PETS）開催案内が届いています。 

 日 時：第1日 3月28日(土)13:00～18:00 

      第2日 3月29日(日) 9:00～12:00 

  場 所：ホテル日航熊本 

 延岡会長エレクトにお渡しします。 

②第2720地区ブライダル委員会大庭佳美委員 

  長から会員登録の協力依頼が届いていま 

  す。現在登録数男性50人女性70人です。  

 鳥井会長にお渡しします。 

【回覧物】 

①韓国伝統芸術舞踏IN人吉公演実行委員会か 

 ら公演の協賛（広告）依頼が届いていま  

 す。申込み締め切りは、2月20日（金）まで 

 申込み先は、人吉温泉観光協会(担当中神寿 

 一様）迄です。 

②人吉幼児交通安全ムーミンクラブ平成26年 

 度会長立山利紗様から、昨年度地域発展委 

 員会の地域功労者表彰金で交通安全教室で 

 使用する「着ぐるみ」を購入しました。子 

 供たちに目を輝かせながら楽しく学んでお 

 りますとの礼状と写真が届いています。 



③人吉ローターアクトクラブから会報が届いてい 

 ます。 

【例会変更及び取り止め】 

熊本西ＲＣ3/17→職場訪問の為、場所を変更 

         リデルライトホーム 

        （特別養護老人ホーム） 

  〃  3/24→例会取り止め ｸﾗﾌﾞ定款に基づく 

                                

  

 

    委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       副委員長 北昌二郎 

 親睦委員会のゴルフ愛好会運営係よりお知らせ申し

上げます。今月のゴルフ22日（日）でございますが天

気予報が思わしくありません。雨の場合の日程変更は

当日決めたいと思いますのでキャンセルの方は直接ご

連絡をお願いします。運営委員はゴルフ場でお待ちし

ております。 

 それから、5/24(日)～5/25(月)の日程で鳥井年度ゴ

ルフ愛好会の発展と親睦を目的とした「大人の修学旅

行in宮崎」を計画しました。詳細はお配りしておりま

すパンフレットをご覧ください。鳥井年度の思い出づ

くりとしてぜひご参加いただければと思います。 

宜しくお願いいたします。 

 
 

【雑誌委員会】 

    

  ロータリーの友２月号の紹介 

 

                     紹介者 堀川匠太会員  

 今月はロータリーの創始者ポー

ル・ハリス氏のこの言葉から紹介い

たします。 

「愛は憎しみよりも力強いもので

す。憎しみの半分を愛に与えてくだ

さい。もう戦争など起こらないで

しょう」 

 この言葉は、今世界各国で起こっている紛争の時代

に提唱すべきものだと思います。 

 次に現ＲＩ会長ゲイリー氏メッセージが掲載してあ

ります。ゲイリー氏は各国を回りロータリーのすばら

しさを紹介されております。簡単に説明するとロータ

リアンの方々がロータリーの精神で活動すれば多くの

人々を幸せにできるということだと思います。また、

今年度は自身のロータリーストーリーを分かち合うよ

うお願いされております。 

 １８ページからは海外で活動する日本のロータリア

ンの紹介。 

  ２６ページからはロータリーデイでの各地での様

子。 

 ３０ページからは各地区のガバナーコメントです。 

ガバナーのコメントの中で「情けは人の為ならず」と

いう言葉が紹介されております。これは、「人に親切

にすることは、巡り巡って自分に良い報いがある。」

という意味ですが、ロータリーの第二標語「最もよく

奉仕する者、最も多く報いられる。」と同義であると

言われているそうです。他にもガバナーの方々がいろ

んな事を言われておりますので読んでみて下さい。 

３６ページからは「よねやまだより」 

４０ページからは「グローバルアウトルック」です。 

以上、２月号の紹介でした。 

 

【Ｒ情報委員会】        

            

     国際ロータリー創立記念卓話 

 

                 委員 浦田繁喜 

 例年人吉ＲＣでは、Ｒ情報委員

会の活動計画として、１月のロー

タリー理解推進月間・２月の国際

ロータリー創立記念日・５月の人

吉ロータリークラブ創立記念日

と、それぞれ担当者を決めて記念

卓話をするようになっています。

本日はＲ情報委員の浦田が担当致します。 

 今年は、ロータリーが創立されて丁度１１０年目の

節目の年になります。１０年前の１００周年のとき

は、世界中で各種の記念のイベントが実施されまし

た。その年のＲＩ会長テーマが「ロータリーを祝お

う」ということで、私達のクラブでも記念例会を行

い、地域発展に貢献された方々を招待して表彰式を行

なっています。その年度は宮山会長でした。本日は１

１０年目の節目の例会日として、現在私達が人吉ロー

タリークラブに在籍している存在を大切にして、奉仕

活動と親睦を深めていきたいと思っています。 

『ロータリーにおける女性会員の歩み』 

 今年の２月２３日がロータリー創立１１０周年に当

たります。ロータリーはポール・ハリスと３人の友

人、すなわち４人の男性ではじめられました。この組

織に女性会員が加わるのはずっと後のことですが、創

立当初誰ひとり女性会員の存在を考えていなかったに

違いありません。 

 当時はアメリカにおいても、女性の社会進出がそれ

ほど進んでいたわけではありません。ロータリーが創

本日の出席率 

会   員   数   62名   87.93% 

出 席 免 除  4名 2 / 6 出 席 率 77.59% 

欠 席 者 数 7名 補 填 数     0名 

出 席 者 数  51名 修 正 出 席 率  77.59% 

＊届け出欠席 葉山・渡辺・岡・竹長・平田・川越・戸高 

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，高山，丸尾          



立されて８４年間男の砦であり続けた理由はさまざま

なものがありますが、時間の経過と共に習慣が伝統と

なり、ある者にとっては伝統とは戦って守る価値があ

る。自分たちは男性クラブに入会したものだし、変え

る理由はないということで、女性の入会を望まない者

もいました。それから多くの組織には、その会員を選

ぶ権利があってしかるべきだという原則に立っていま

した。 

 法定闘争で女性入会を強制しようとする事実が、男

性会員達を余計に意固地にしました。また、あるもの

にはどのような変革も脅威であって、結局のところ変

革を喜んで迎える人間は少なかった。「女性がロータ

リーに入ったら、食事をしながら冗談を言うことがで

きなくなるから」とか「女性がいたら妻がロータリー

に行かせてくれないだろう」など、ばかげた理由を挙

げる人もいました。もちろん一部の国では、永年、文

化や宗教的基準が公の場での男女の交流を禁じている

ところもあり、女性入会の案件は仲々むずかしい問題

となっていました。しかし、女性の入会問題とは別に

ロータリアン夫人として現在もそうですが、女性の果

たしてきた役割は大きなものがあります。１９０５年

の創立当時独身だったポール・ハリスは１９１０年結

婚します。それ以降その夫人ジーン・トンプソン・ハ

リスの存在は、ロータリアン夫人達の中でも大きなも

のとなりました。彼女は、ロータリンとその夫人に自

宅を開放し、お互いが打ち解けあうようにしました。

そして夫人達の間に生まれた連帯感と奉仕の精神に

よって、夫人達も一緒に奉仕するようになってきまし

た。 

 そのような考え方から発展して、ロータリーに似た

女性の団体が結成され始め、１９２１年に４人の女性

（４人共シカゴロータリアンの夫人）が国際連合会の

理事会に、自分達のグループ、シカゴ・レディス・

ロータリーの設立許可を求めましたが、理事会は「非

常に価値ある目的を高く評価する」とコメントしまし

たが「ロータリー」という名前を使うことを許可しま

せんでした。 

 しかし４人は１９２１年５月２４日に「シカゴ女性

ロータリー・クラブ」を非営利法人として設立しまし

た。会員はロータリアンの妻・娘・姉妹・母に限定

し、クラブ会員数も２５０人に増やしました。１９３

４年にはジャパン・タイムズ紙がジーン・ハリスに行

なったインタビュー記事が掲載され、他の新聞雑誌も

これを倣った。とあります。 

 理事会の反対は、女性外郭団体という構想よりも、

その団体が「ロータリー」という名称を用いることに

向けられていて、ロータリーを保護し、維持したいブ

ランド名となっていました。英国の夫人達はイン

ナー・ウィルという非競合的な名前を用いることに

よって、米国のロータリアン夫人達と同じ目標を果た

し、しかもはるかに大きな成果を挙げました。そして

英国中に急速に広まり、１９２９年になると多くのク

ラブが出来たため、ロータリー同様に地区にまとめら

れ、英国外にて拡大発展していきました。 

 それではロータリーへの女性会員の入会はどうなっ

たかと言いますと、その簡単にはいきませんでした。

ロータリーの創立から４５年が経過した１９５０年に

はインドで、１９６４年にはセイロン（現在のスリラ

ンカ）で女性の入会に関する提案があり、他にも女性

に名誉会員を与えてはという提案もありましたが、い

ずれも否決され、更には１９７２年には職場で高い地

位に就く女性が増すにつれ、女性会員を支持するクラ

ブの声が高まってきて、その年の規定審議会で入会の

提案がありましたが再度否決されています。 

 それから６年後の１９７８年に問題が発生します。

米国カリフォルニア州デゥアルテ・ロータリークラブ

は定款に眞向から違反して、３名の女性を会員として

受け入れました。国際ロータリーはすぐさま同クラブ

の加盟認証を取消し、これが訴訟問題へと発展しまし

た。 

 その訴訟は、市民的権利に関する法律の「ある判

例」を拠り所としていました。簡単に言えば、事業体

が性別・人種・皮膚の色・宗教・出身国などを基に差

別をしてはならないとするもので、この事件の背景と

して１９７０年代から１９８０年代にかけて開かれる

規定審議会では、女性入会問題のための改正の気運は

可決の方向に次第に票が集まるようになってきてはい

ました。 

 裁判の結果はピンポン玉のように一方が勝ったと思

えば他方が勝ち、そのたびに上訴しあいました。そし

て１９８７年５月４日、票決７対０で米国連邦最高裁

判所は女性を入会させたという理由だけでクラブの認

証を取り消すことはできないという判決を下し、国際

ロータリー側の負訴となり、１９８９年の規定審議会

でＲＩの定款文書から「男性」という言葉を削除する

制定案が採択されました。この事によって世界中の女

性がロータリークラブで入会が認められるようになり

ました。 

              （注：赤池会長 年度） 

 事件が起きてから実に10年以上の年月がありました

が、この最高裁判所の判決は世界の各地で大見出しで

報道されました。 

（注）ロータリーもこれで終わり という予測が口にさ

れたにもかかわらず、ロータリーは前進を続けまし

た。一部のクラブには今でも女性会員が一人もいない

ところもありますが、女性だけのクラブも世界中には

かなりあります。１９９０年６月（平成２年）全世界

の女性会員数は２万人を記録。「ザ・ロータリアン」

６月号（日本はロータリーの友６月号）誌にロータ

リーにおける「女性の入会がもたらしたもの」という

特集記事（ＲＩ指定記事）が掲載されています。その

記事のあるロータリアンの言葉を紹介しますと「女性

ロータリアンは、本当の意味での積極的な影響をもた

らしています。彼女らは活動的ですし、素晴らしい

リーダーシップを発揮しています。私が知っている人

たちはほぼ例外なしに、彼女らから好印象を受けてい

ます。女性に門戸を開くという考えが気に入らなかっ

た人達ですらも、女性のロータリアンが生まれたあ



と、この世の終わりだという気にならなかったのを認

めております」と、この記事を担当したロータリアン

誌の副編集長の文章を見ますと、女性の入会前は本当

に頑固で「この世の終わりだ」と思っていた人たち

が、あのアメリカに居たということに非常に興味深く

読んだところです。ちなみに世界の女性会員数は約２

万人と言いましたが、その時点での日本の女性会員数

は16人でした。その後の女性会員の増強はめざましい

ものがあり、入会が認められてから２６年、全世界の

女性会員数約２０万人、ガバナーも多数でておられま

すし、ＲＩの理事や副会長にも就任されています。ち

なみに日本初の女性ガバナーは２６３０地区田中稔子

氏（桑名北ＲＣ）です。 

 日本の女性会員数は約５０００人位であります。 

２０１５年６月までには５，２００人を目標にしてい

ます。人吉ＲＣでは、現在４名の会員が居られます

し、次々年度創立６０周年度には人吉ＲＣが始まって

初の女性会員が誕生します。我々会員一同一致協力し

て盛りたてて記念の年度にしたいものです。 
【参考資料】 

・「奉仕の一世紀」ディビットＣ･フォワード著 

              /日本語監修 菅野多利雄 

・ロータリー情報マニュアル（改訂第３版） 

・ロータリーの友（1990～№6） 
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  国際的な組織は毎年ふくれあがり、整理がつかない

間に新しいプロジェクトが生まれ、各国間での調整も

手間取っているのが今日のＲＩの現況である。 

 1989年ソウルで開催された国際大会の理事会から、

事務総長をはじめ準事務総長や主なスタッフのすげ替

え問題が出だした。ＲＩの財政難とプロジェクトがう

まく進まないのは事務総長以下の怠慢と能力不足から

であるとして、それを解決するための調査研究委員会

を設置、その後の理事会決定でＲＩ中央事務局の最高

幹部クラス数人の更迭が行われました。 

 この数年間国際ロータリーの予備資金である資産

は、約3,500万ドルから800万ドルまで減少した。この2

年間の運営費がかなり不足していたことが大きな理由

で、この不足の一端は不十分な分担金体制によるもの

である。さらに理事会は予備資金から600万ドルの支出

を承認せざるを得なかった。 

 そこで現在の残額は200万ドルということになった。

1988～1989年度は約1,000万ドルというロータリー史上

最高の赤字を出した。 

  （ロータリーの友 1990.6月号 記事より抜粋）     

          

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ箱委員会】    委員長 平田フク 

・永尾会員 〇皆様方にご報告申し上げます。弊 

 社有限会社永尾商店の代表取締役に就任致しま 

 した。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 〇先月18日に合気道祥平塾福岡天神道場に於い 

 て、合気会合気道６段位の免状を頂いて参りま 

 した。皆様方のお陰です。有難う御座いまし 

 た。                  

・鳥井会長 浦田パスト会長、ＲＩ 創立記念卓話 

 有難う御座いました。特に女性の入会について 

 歴史的にお話いただき、理解を深めることが出 

 来ました。女性会員の入会にがんばりたいと思 

 います。                

【Ｒ財団委員会】 

・中川会員 浦田パスト会長、「ＲＩ創立記念卓 

 話」をして戴きありがとうございました。ま 

 た、先日のクラブ協議会でもＲ情報委員会の発 

 表をして戴きありがとうございました。  

 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員 毎週行っている寄附です。  

 

 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

ローターアクトの諸君は3/15「ひとよし春風マ

ラソン大会」に参加。会員増強を目的とした

広報をメインに体力の限界に挑みました！ 


