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 ＲＩ創立記念例会 

点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内藤靖雄委員 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行 戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 

   

 

 

 

 

 

    会長 延岡研一 

 

 ２月２３日、ロータリーは創立111周年を迎え

ました。 

 本日はＲＩ創立記念例会として、Ｒ情報委員

会委員で地区のＲＬＩ委員会委員長中川パスト

会長に卓話をして頂きます。よろしくお願いし

ます。 

 ＲＩラビンドラン会長のテーマ「世界へのプ

レゼントになろう」に基づき、「ロータリーの

贈り物を届けよう―先ずは自分自身にそして周

りの人達に―」をスローガンに掲げて、その思

いで毎週の例会や色んな事業をやってきました

が、今日で残すところ４カ月となりました。 

明日からのＰＥＴＳでいよいよ次年度も本格的

なアイドリング期間に入りますが、ＲＩ会長の

「ロータリー創立記念日に寄せて」のメッセー

ジに書いてあるように、ロータリーで友情を築

き、より良い地域社会をつくるための「プレゼ

ント―贈り物」となれるように、そして、活動

を通じて地域社会に変化をもたらし喜びを分か

ち合えるように、残りの４カ月も気を抜かずに

頑張っていきたいと思います。 

 さて、日本のＲＣは戦前に創立され戦時下に

脱退し、戦後再び復帰加盟したという事は皆さ

んご存知のここかと思います。 

 戦後１９４９年３月に復帰したのですが、こ

の時、復帰に尽力してくれたのが、国際Ｒの第

３代（１９５３年～７２年）事務総長ジョー

ジ・ミーンズであると、「ロータリーの友」２

月号、横組み６ページにも紹介されています。 

このミーンズ氏が１９年間務めた事務総長を退

任する際の全世界のロータリアンに向けたメッ

セージが昭和４７年２月号の「ロータリーの

友」に掲載されています。 

題して「Rotary：“The Best is Yet to be”! 

(ロータリー未だし)」 

 その中に「ロータリーは人間をつくる。そし

てロータリーにふれるすべての人間のスケール

を大きくするものである」とありますが、次の

ようにも言っています。 

 「ロータリーの力は組織そのものに由来して

いるのではなく、あるいはまた、組織的活動に

よって生み出されたものでもない。ロータリー

のもつ潜在的な力は、各ロータリークラブの会

員がロータリーの存在と拡大に必要とされる基

本的方針を遂行するために、自らどの程度精力

的かつ建設的に参加し行動するか、その度合い

に応じて引き出され、発揮されるものである。

ロータリーは良きものであるが、より良くする

ことができるはずのものであり、私はロータ

リーが最善の状態に達するのは、まだこれから

のものであると信じている」と。 

考えさせられるところ大ではないでしょうか。 

 私が目にした、このメッセージが書かれてい

たのは、別府中央ＲＣの創立時の特別代表（創

立会員）で初代会長の鳴海淳郎氏の「ロータ
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リー探究」です。 

 2001年８月１日に最初の「ロータリー探究」

という随筆を自身の病院「鳴海クリニック」の

ホームページに掲載され、今年２月１４日で、

№５４５号まで続けておられ、このミーンズ氏

の事については、2007年３月４日の№２７７号

で紹介されています。病院のホームページから

見られますので、特に新会員の皆さんご覧に

なってみてはいかがでしょうか。 

 私の会長の時間では、度々、他の人の言葉な

ど紹介させてもらっていますが、ご本人に無断

で引用し、紹介させて頂いた事をご本人はおら

れませんが、この場でお詫びをして、今年、卒

寿を迎えられた鳴海氏が１５年前、この「ロー

タリー探究」を書きはじめるに当たっての言葉

を今回は紹介させて頂き、会長の時間を閉めさ

せていただきたいと思います。 

 
 
  「ロータリー探究」はじめに当たって 
 
「『寝ても覚めてもロータリー』とロータリー

の魔力に取り付かれて30年が過ぎましたが、

ロータリーの趣味と実益に生き、実益は信用か

ら生まれると説く昨今です。 

ロータリーに入った以上は仕事がうまく行かな

ければなりませんし、逆に仕事がうまく行かな

ければロータリーに入った価値はないと思いま

す。 

はじめの厳しさをくぐり抜け、三度壁にぶち当

たってはそれを乗り越え、やっと今の心境に達

しました。 

これからは今までの経験をもとに、更にロータ

リーを実践し、『ロータリー探究』をテーマ

に、一人のロータリアンとして、ロータリーの

良さを皆さんに訴えて行きたいと思います。」 

 

大正生まれのロータリアンに負けないよう、仕

事にロータリーに頑張っていきましょう。 

 

 

 

    幹事 水野虎彦 

 

【連絡事項】 

・３月のロータリーレートは1㌦＝116円です。 

・台北稻江RCより義捐金に対してのお礼状。 

 国際奉仕委員会有村委員長へ。 

・2月27日(土)人吉RAC創立40周年の登録料及び 

 祝賀会会費についてはクラブより後日請求。 

 ２次会参加費は当日各自清算。 

・夫人の集いの出欠締め切りは本日。会員各位 

 帰宅後ご婦人に確認宜しくお願いします。 

【回覧物】  

 台北稻江ＲＣ創立２９周年記念誌 

【例会変更取り止め】 

・熊本東南ＲＣ3/2→例会取止め 

  〃 3/30→花見･米山奨学生送別会18:30～           

          「アンジェロ」へ変更 

・熊本南RC3/28→3月26日27日地区大会へ変更 

・八代南RC3/8→3/5 創立40周年記念式典へ変更 

  〃   3/29→例会取止め 

    

 

   委員長 漆野智康 

 

 
 

【国際奉仕委員会】   委員長 有村隆徳 

・台湾台北稻江ＲＣ義捐金御礼状紹介 

・韓国慶山ＲＣ第14次姉妹クラブ締結調印 

 5/28～5/30にかけて韓国慶山RCとの調印式を

行なう予定にしております。まだ参加数が少な

いようです。予定を繰り上げていただきまして

何とぞ多くの参加をお願いいたします。 
 
【環境保全委員会】    委員長 大賀睦朗 

 環境保全委員会事業３月１２日(土)九電の森

ひとよし植樹参加の締切は本日までです。 当

日は９時半に西瀬コミュニティーセンター集合

です。 
 
【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

 明日、明後日のアクト４０周年記念式典、記

念プログラムに参加の皆様宜しくお願いいたし

ます。 

  

【人吉ＲＣ奨学基金委員会】 

            委員長 鳥井正徳 
 
      新年度奨学生決定･紹介 
 
 ２月の理事会において新年度奨学生が決定い

たしましたのでご紹介します。配布した資料を

ご覧ください。人吉高校４名、球磨工業高校２

名、たいへん優秀な生徒たちばかりです。      

 今後も奨学基金発展のためご協力を宜しくお

願いいたします。 

 

 

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  3名  81.67％ 

欠 席 者 数 11名  2 / 1 2 出 席 率  81.67% 

出 席 者 数 49名 補 填 数  0名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率   81.67% 

＊届け出欠席 高山・竹長・中村・川越・葉山・下田・尾上 

       新堀・岩本・山田・田上        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田 
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【Ｒ情報委員会】     委員 中川貴夫 

 

       ＲＩ創立記念卓話 

            

 皆様こんにちは、本日は

ロータリー情報委員会より

「ロータリー記念日卓話」を

させて戴きます。毎年この月

には、ロータリーの記念卓話

をされますので全然面白くないと思われる方も

いらっしゃると思いますが、新会員さんあるい

は去年聞いてなかった会員の皆さんには聞いて

ほしいと思います。知っておられる先輩ばかり

なのでお昼寝をされてもかまいませんが、隣の

会員とおしゃべりだけはしないで下さい。宜し

くお願い致します。 

 さて、1905年２月２３日アメリカのシカゴに

おいて、シカゴ・ロータリークラブが誕生いた

しました。20世紀初頭のシカゴの街は、著しい

社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目に

つくようになっていたそうです。ちょうどその

ころ、ここに事務所を構えていた青年弁護士

「ポーリ・ハリス」はこの風潮に堪えかね、友

人３人と語らって、お互いに信頼のできる公正

な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友

関係にまで発展するような仲間を増やしたい、

という趣旨でロータリークラブという会合を考

えました。ロータリーとは集会を各自の事務所

持ち回りで順番に開くことから名づけられたも

のです。そしてハリスは、多様な職業を持つ人

びとが集まり、アイデアを交わし生涯にわたる

友情を培うことの出来る場所を作りたかったの

です。 

 初例会・1905年２月２３日（木曜日）の夜、

ポール・ハリス（弁護士）、シルベスター・

シール（石炭商）、ガスターバスＥ.ローア（鉱

山技師）、ハイラム・ショーレ（仕立屋）の４

名がシカゴ市北ディアボン街127のユニティ・ビ

ルの7階711号室のローアの事務所に寛容と友情

を求めて、初会合を開いたのがロータリーの始

まりといわれ、毎年２月２３日を創立記念日と

定めている。また、毎年２月２３日に始まる１

週間を「世界理解と平和週間」と呼称し、各ク

ラブは国際理解と友情と平和へのプログラムを

行うことになっている。 

 それでは、日本のロータリーの誕生について

お話ししましょう。 

 我が国最初のロータリークラブは、1920年(大

正9年）10月20日に創立された東京ロータリーク

ラブで、翌1921年４月１日に世界で８５５番目

のクラブとして、国際ロータリーに加盟が認証

されました。 

 日本でのロータリークラブ設立については、

ポール・ハリスの片腕としてロータリーの組織

を作り、海外拡大に情熱的に取り組んだ、初代

事務総長チェスリー・ペリーと、創立の準備に

奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の功

績を忘れる事は出来ません。 

 日本２番目は、1922年11月17日、大阪ロータ

リークラブ創立されました。認証番号1349番目

です。 

3番目・1924年8月・・・神戸ロータリー 

4番目・1924年12月‥名古屋ロータリー 

5番目・京都ＲＣ・6番目・横浜ＲＣ 

35番目・熊本ＲＣ・1938年3月創立 

1949年10月24日・熊本再承認 

（1940年ＲＩ日本脱退） 

1957年5月25日・人吉ＲＣ創立 

1957年6月6日・ＲＩ加盟 

 

 1923年に東京大震災が発生いたしましたが、

震災見舞金として（89.000ドル）送られたそう

です。 

 その後、日本のロータリーは、第２次世界大

戦の波に洗われて、1940年に国際ロータリーか

ら脱退します。戦後1949年３月になって、再び

復帰加盟しますが、この時復帰に尽力してくれ

たのが国際ロータリーの第３代事務総長の

ジョージ・ミーンズでした。 

 その後の日本におけるロータリーの拡大発展

は目覚ましいものがあります。ロータリー財団

への貢献も抜群で、今や国際ロータリーにおけ

る地位は不動のものとなって行きました。会員

数順位で行きますと、アメリカ・インド・日

本・韓国となり、一時１３万人いた会員数も現

在では、89.388人、クラブ数2.269クラブとなり

世界３位であります。（2015年11月末現在） 

 ここで、ちょっと横道にそれて皆さんが良く

聞かれることに話をしたいと思います。 

Ｑ．ロータリークラブとライオンズはどこが違 

  うの？ 

ＲＣ創立は1905年 ＬＣ創立は1917年創立です。 

ＬＣの創立者は、メルビン・ジョーンズで元々

ＲＣの会員でした。ＲＣ内で会の運営にあたっ

て意見が分かれたそうです。 

 メルビン・ジョーンズは「奉仕活動に費用が

発生するのは当然。ある程度の支出は仕方がな

い。」との意見に、「ＲＣは職業を通じての奉

仕を理念としている。お金はかけるべきではな

い」との意見が大半を占めたそうで、メルビ

ン・ジョーンズはＲＣをはなれ、ＬＣを設立

し、寄付・寄贈を中心とした奉仕活動を展開し

たのだそうです。 

 ＬＣはDonation（寄付・寄贈）を重んじるイ

メージが先行しているのかもしれません。 

 両クラブとも社会奉仕団体である事は間違い

ないのですが、ロータリークラブは、職業倫理

の高揚を学び、一人一人の職業を通じて社会に
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如何に奉仕するかと言う職業奉仕を重点とした

団体です。これに対して、ライオンズクラブは

1917年メルビン・ジョーンズの提唱により誕生

した社会奉仕を重点とした団体です。 

 もう少し奉仕活動の取り組みの違いを話しま

すと、ロータリークラブは、全員がまとまって

行う奉仕活動も沢山ありますが、基本的には

「会員一人一人が奉仕活動の単位です」。すな

わち「私は奉仕する（I Serve）」「自己責任と

判断において、自分の職業を通して、社会に、

世界に奉仕しよう」という考え方が基本となっ

ています。 

 ライオンズクラブが奉仕活動を行う時には

「我々は奉仕する（We Serve）」。すなわちクラ

ブ全体でまとまって一つの事業に基金を拠出す

るそうで、原則として個人個人では奉仕しない

そうです。 

本題に返りましょう。ポール・ハリスは、先ほ

ど話しましたように、「商業道徳の欠如をなく

すため、またお互いの信頼できる公正な取引を

行い仕事上の付き合いがそのまま親友関係に発

展するような仲間を増やしたい」と言う事から

行動基準として「四つのテスト」があるのでは

ないかと思います。 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

であります。 

現在の、ロータリークラブでは、今まで述べた

中にヒントがあるように思います。 

 来年度、1957年創立された人吉ロータリーク

ラブも60周年を迎えます。これから記念式典に

向けて本田会長エレクトと会員皆様と話し合い

をしながら進めて行きますが会員皆様が主役と

の思いで絶大な協力をお願い致します。 

・米山梅吉 

 1920年・当時三井銀行の重役であり東京ＲＣ 

の創立者であり初代会長となる。 

・福島喜三次 

 日本のロータリーの生みの親の一人で、日本 

人最初のロータリアン。三井物産ダラス支店長

でダラス・クラブ会員。米山梅吉にロータリー

を紹介する。米山梅吉と協力して東京クラブを

誕生させ、幹事となる。まもなく大阪に転勤、

大阪クラブを創立、再び幹事となる。日本の

ロータリーの誕生から揺籃期にかけ定着、発展

の基礎を築き1946年9月逝去 

・著名人（国内） 

松下幸之助（大阪ＲＣ）・伊藤忠兵衛（大阪Ｒ

Ｃ）・小林一三（大阪ＲＣ）・千宗室（京都Ｒ

Ｃ）・瀬戸内寂聴（徳島南ＲＣ名誉会員） 

司葉子（恵比寿ＲＣ）・宝田明（池袋ＲＣ） 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会長 ○中川パスト会長、卓話ありがと 

 うございました。面白かったです。○ライオ 

 ンズをみんなが知っているのはライオンズマ 

 ンションのお陰だと思います。○来週の｢水と 

 衛生月間｣卓話はアグネスチャンになり変って 

 話しをさせてもらいます。演題は｢水の惑星に 

 生まれて｣です。お楽しみに！！    

・有村会員 早退します。        
 
〈Ｒ財団委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文        
 
〈米山記念奨学委員会〉 

・伊久美会員 米山奨学基金特別寄付をいたし 

 ます。                              

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文        

 

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文      

 

      点 鐘 延岡研一会長 

 

 
第2720地区（熊本）例会場・曜日・開始時間 一覧表 

例会変更の場合があります。事前に電話などでご確認ください。 


