「就任挨拶」
会長 岡本隆一
３０年という節目の年度で、第３０代会長を務めることになりました。
２０２１年１月の記念例会にむけて、しっかりと準備を進めて、「いい記念例会だった」と思えるようにし
たいと考えています。
クラブの進め方としては、新型コロナウィルス感染症と付き合いながら、クラブの行事等を進めていくこ
とになると思います。
今までの経験や想定を超えることが起こるかもしれませんが、柔軟に対応していきたいと考えています。
活動計画の中にある会員増強委員会３か年計画の一年目になります。計画を実現させるしっかりとし
た基礎を築きたいと思います。一年間よろしくお願い致します。

「就任挨拶」
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Rotary Opens
Opportunites
ホルガー・クナーク会長
第2580地区ガバナー
野生司 義光(東京小石川RC)
３０周年 新たなる一歩へ！

会長 岡本隆一

幹事 原田俊彦
本年度、幹事を務めさせていただきます原田です。
幹事の役目というのは、岡本会長を支え、会長の思いや計画を実現できるようにすることです。また、ク
ラブがこの１年を無事に終え、良かったねと言えるように運営のお手伝いをすることです。これに努めま
すので、どうぞよろしくお願いします。
今年は、新型コロナが大きな影響を与えています。皆さんの対策として、うがい手洗いマスクや、気を付
けての外出などされているかと思いますが、就任挨拶時にご案内の通り、毎日の体温を計ることは手軽
で有効です。ぜひお勧め致します。各自、健康管理にご注意願います。
また、新型コロナは経済にも大きな影響を与えている時期ですが、クラブの将来を考えると、会員の増
強は必須です。ホームページを作り、会員増強委員会も強化しました。皆さんの増強へのご協力、よろし
くお願いします。
クラブは来年１月に創立30年を迎えます。これは、素晴らしいことであり、非常に喜ばしいことです。記
念例会はクラブ内のみとなりますが、30年を振り返り、また将来を語り、皆さんで盛り上がりましょう。
こういう時期ですので、いのち第一でクラブ運営をしていきますが、この一年皆さんとロータリーライフ
を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。

岡本 隆一君
原田 俊彦君
水谷 文彦君
森 達郎 君
工藤 久志君
宮島 俊雄君
許 瑛子 君
土屋 東明君
野木 芳宏君
田中 保 君
武内 次男君
石渡 秀雄君
波多野幸雄君
林 茂男 君
市川 英治君

荒井 節子君

三宅 郁子君

水谷さん、森さん、工藤さん、よろしくお願いします。
水谷さん、森さん、工藤さん、本日は、よろしくお願いします。
森さん、工藤さん、よろしくお願いします。
本日は、職業奉仕委員長の挨拶です。よろしくお願いします。
今日は就任挨拶ですが、何分、分かっていない所がございます。皆さんのご指導、宜しく
お願いします。
水谷さん、森さん、工藤さん、本年も宜しく。
水谷クラブ奉仕委員長、森職業奉仕委員長、工藤社会奉仕委員長、就任挨拶、本日の卓話
よろしくお願い致します。
三人、ガンバレー！
水谷さん、森さん、工藤さん、よろしくお願いします。
水谷さん、森さん、工藤さん、よろしくお願いします。
水谷さん、森さん、工藤さん、「就任挨拶」よろしくお願いします。
本日は、お三方よろしくお願い致します。
御三方の就任挨拶、期待しております。
クラブ奉仕 水谷委員長、職業奉仕 森委員長、社会奉仕 工藤委員長、就任挨拶、がん
ばって下さい。
岡本会長・原田幹事、就任、誠におめでとうございます。新型コロナ禍や豪雨での船出、
海図のない航海です。先の見えない運営となりますが、大いに頑張ってやるしかありませ
ん。この英断には大いに敬意を表します。今年一年、私も宜しくお願いします。
水谷クラブ奉仕委員長、森職業奉仕委員長、工藤社会奉仕委員長の皆々様の就任のご挨拶
襟を正して拝聴いたします。
今朝、我が家の近くの高級理容店にM-1(エムワン)グランプリで優勝したミルクボーイが
取材に来ていましたが、スタッフ一同マスクなしでしたよ。
水谷さん、森さん、工藤さん、よろしくお願いします。
合計 ３４，０００円

本日の卓話

次回以降の予定

「就任挨拶」
国際奉仕委員長
石渡秀雄
青少年奉仕委員長 土屋東明
会員増強委員長
金子高一郎
2019年7月9日
第1341回 例会報告
■
■
■
■

会員数
19人

7月23日 祝日のため休会
7月30日 卓話「タイトル未定」
グエンマイアインさん(米山奨学生)
出席
18名

出席率
94.73％

前々回訂正出席率
7月2日 100%

点 鐘
ロータリーソング 「手に手つないで」
ゲスト
なし
ビジター
なし

＜会長・幹事報告＞
・7月2日の例会時、皆さんのメールボックスへ、上期会費請求書をお入れさせて頂きました。
7月31日までに送金をお願いします。
＜委員会報告＞
・三宅会員より、本日、皆さんのメールボックスへ、南三陸への寄付のお願いレターを入れさせて
頂きました。ご協力をお願いします。
7月9日の卓話は、水谷文彦クラブ奉仕委員長、森達郎職業奉仕委員長、工藤久志社会奉仕委員長
による「就任挨拶」でした。(内容は中面をご覧下さい。)

■ 例会日
■ 例会場

毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
■ 役 員 ／ 会 長
岡本 隆一
〒103-8520 東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1
会長ｴﾚｸﾄ 原田 俊彦
ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹 事
原田 俊彦
■ 事務局 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ
副幹事
田中 保
TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611
E-mail tokyobay@club.email.ne.jp
会報委員長 市川 英治

30周年記念寄稿
2012-13年度 ＰＡＧ 林 茂男
第二回「当初の３日間の集まりで歴史を綴る要旨が決められた！ 」
ポール・ハリスが、１９３５年に日本を訪れた時「何故、ロータリーを創ったのか」の質問に「淋しかった
からです」と答えたそうです。考えてみましょう。その頃のアメリカ・シカゴの荒廃した世相と彼のロータ
リー創設までの人生の歩み・・（１９０５年／３７才までの経歴を参考にしてみて下さい）・・をみると当然
の如く想像出来るのです。
発展途上とはいえ乱れた世の中に無力な自分、弁護士を開業して個々の顧客の相談を聞くよりも「何
とか社会を変えられないか？の孤独で無力感に浸っている自分だが、何か一矢報えないか？」と考えて
いたのだと思います。自分も、まもなく３０代の後半を迎え世の中を洞察するところ、先ず「職業人の有り
様、善良化」が世直しの第一歩となると確信したのだと思います。彼の立ち向かった勇気と決断に至っ
た意志に敬服せずにはいられません。
ロータリー創設の動機はそんなところに存在し心の準備が出来ていたのだと思います。１９０５年当初
の３回の準備会で誠に的確な内容をもたらし完結、例会が行われている。
先ず、ポール・ハリスを筆頭に決めたのは
第１回 １９０５．２．２３（シカゴ・デアボーン街ユニテイビル７１１号）
一業一会員制の原則を決める
初代会長 Sylvester Shiele／ 石炭商
＊職業人の相互扶助を目的とする親睦団体を！
Gustavus Loahr／鉱山技師
＊創立準備会とした。
Hiram Shorey／洋反物商
第２回 １９０５．３．９ （ポール・ハリス法律事務所）
「ロータリーソング」の慣例を決める
＊「職場持ち回り」「会員勧誘」を決める

２名入会 Harry Ruggles／ 印刷業
William Jenson／不動産業

第３回 １９０５．３．２３ （シルベスター・シールの石炭置場）
「例会出席の原則」を決める
３名入会 Arthur Irwin／洗濯屋
Al White／オルガン製造業者
Charles A. Newton／保険業者

＊役員の任命
＊定款の作成
＊クラブ名称「ロータリー」決定

計９名 予定のメンバー集まる

当初３日間の決定に引き続き、クラブ運営の最も基本となる徹則１１項目を決めた。
これが、超素晴らしいので、ロータリーの発展を決定的にしたと言える！！
①一業一会員制
②政治、宗教の論争、団体行動を禁じた
③歌を合唱する慣例（会員の気持ちを解きほぐす）
④ファーストネームで呼ぶ慣例（会員が童心に返って心置きなく話が出来る）
⑤会務に関する互譲の精神、会長と言う名誉職の「持ち回り」
（初代会長／シルベスタ・シール、ポール・ハリスは第３代目（1907）になった）

⑥会員の職業の扶助、経営の悩み相談とアイデア交換
「金融、生産性、労使協調、産業立法」の経営上の問題、「正直、勤勉、知性、友愛」の問題

⑦職業人のテーブルスピーチの慣例／卓話
（仲間からの職業管理で得た所信を開陳する、或いは⑥について）
⑧出席をクラブ活動の根本的義務とした（４回連続欠席は資格喪失）
⑨時間厳守（職業人は多忙、時間が尊い、例会定刻）
⑩会員名簿に写真を挿入する慣例（シカゴロータリー）

⑪例会で食事を共にする慣例

初期に決めた上記諸点をもって会員を育成、自己研鑚を促し職に奉仕に倫理の心を持って
営み、且つ、生きること」を奨励する運動体が完成した。
実に充分、要旨が足りていて隙がなく、さすが、１２０万人以上の会員を擁し１００年を越す歴
史を綴る思想運動体に導いたのもさぞかしと思います。
ポール・ハリスを取り巻くチャーターメンバーの業！！
深川先生は、この『「一業一会員制」の出席』をして
↓
「一滴の発想」
これを濫觴(らんしょう)と言う （濫）は「浮かべる」 （觴）は「盃」
大河の揚子江も源の一滴（ひとしずく）からの意。ロータリーの“親睦の人の大河”が生まれた。
（参考）1906年 シカゴロータリークラブ綱領
第一条 「会員の業務上の利益を振興すること」・第二条 「性質として社交クラブに伴う親睦そのほか望ましい諸点を振興すること」
会員の職業上の相互扶助 後に→ 職業奉仕（Vocational Service）と呼ばれる。
利己心の追及のみで社会的意義が欠如と指摘され第三条追加「シカゴ市の最善の利益を推進し、市民に市に誇りと忠誠の精神を普及せしめること」

「就任挨拶」
クラブ奉仕委員長 水谷文彦
本年度、クラブ奉仕委員長を拝命致しました水谷です。
クラブ奉仕の仕事は、毎回行われる例会運営だと思います。新型コロナウイルスの感染が拡大している
中、様々な制約がありますが８つの委員会と協力しつつ、岡本会長の目指す「新たなる一歩」のために
スムーズな運営を行ってまいりたいと思います。一年間、何卒ご協力をお願い致します。

シカゴロータリークラブ創立

「就任挨拶」
職業奉仕委員長 森 達郎
本年度、職業奉仕委員長を拝命致しました、森です。
林副委員長と共に、岡本会長のテーマ「30周年 新たなる一歩へ」を踏まえて、ロータリーにおける職
業奉仕について改めて学習していきたいと思います。また、良質で、高い倫理観を持った「人」であり続
けるために、古きを知り、新しきを考え、職業や人生の場で実践できる策を考えていきたいと思います。

※総て要点は占められている

続く↗

「就任挨拶」
社会奉仕委員長 工藤久志
初めての社会奉仕委員長を拝命いたしました。基本的には提出した”活動方針と計画”に沿って野木
前委員長の”活動方針、活動計画”を継続、実行いたします。
30周年またコロナ対策を念頭に置いた社会奉仕活動を行いたいと思います。
ひがし会(城東RC/江東RC/ベイRC)で協力した活動や補助金を活用する新たな奉仕活動は、今期内
にてその目標を練り来季につなげていきたいと思います。

