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”日も風も星も”Song

Attendance

７８名 １１名 ８３．０８％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。今日は大阪RC創立のお話をいたし

ます。

、 （ ）、今から93年前の明日 1922年11月17日 大正11年

中之島大阪ホテルでチャーターメンバー25名によって、大

阪RCの創立総会が行われました。生みの親は星野行則さん

と福島喜三次さんでした。先日お話をいたしました東京RC

は米山梅吉さんと福島喜三次さんでした。福島さんは両方

に絡んでいました。福島喜三次さんは東京RCの例会に3回

出席しただけで、1922年３月、転勤で大阪へ赴任いたし

ます。東京の実業家は裃をつけた権力構造の申し子みたい

で、上下の階級構造の中でその分を心得て生きてゆかねば

なりませんでしたが、大阪は自由でした。星野行則さんを

代表とする若手関西実業家達は、福島さんを暖かく迎えて

くれました。関西の実業家たちは東京に対する競争意識が

あって、東京にロータリークラブが出来たならば大阪にだ

ってと言う具合でした。そこに日本人ロータリアン第一号

の福島さんが、三井物産大阪支店長としてやってきたので

す。それならば、福島さんにロータリーの話をしてもらお

。 、うと言うことになりました 福島さんは何一つ気兼ねなく

ガイ・ガンディカーの「ロータリーの通解」で学んだロー

タリーの理論を話したことでしょう。福島ロータリー理論

が初めて生きたのは、東京ではなく大阪だったのです。そ

ういう崇高な理論を掲げるクラブならば、東京に出来てい

る以上是非大阪にも作らなけらばならない、ということに

なりました。折もよし、1922年（大正11年 、星野行則）

さんを団長として、関西財界人の訪米視察団が編成されま

した。福島さんは前もって国際ロータリーのチェスレイ・

ペリーに事の次第を申し入れておきましたので、チェスレ

イ・ぺリーは星野さんを待っていました。大阪にロータリ

ークラブを作りたいとお願いをいたしましたら、あなたが

引き受けてくださるならということで、直ちにそのことを

委嘱できるように国際ロータリーの特別代表の任命書が交

付されました。星野さんは大阪に帰ると、直ちに大阪ロー

タリークラブを創立いたしました。時に1922年（大正11

年）11月17日、会員25名でした。登録番号1319番、入

１１月３０日（第２１３２回）Today

担当 渡辺 均 ロータリー財団委員長

演題 クラブフォーラム

「変わりゆくロータリー財団」

ロータリー財団地域コーディネーター補佐

（ ）深谷 友尋君 名古屋みなとRC

ロータリー財団委員会

１２月 ７日（第２１３３回）Next Week

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話「健康寿命を延ばすには」

保健委員会



会金20円、年会費40円、例会費40円、初代会長が星野行

則、幹事が福島喜三治でした。大阪RCはこうしてクラブが

出来る前にロータリーの理論を十分検討して、ロータリー

理論に共鳴し、初めからロータリーの伝統を守るクラブと

。 、して出発したのであります 当初は月２回の例会でしたが

1923年8月からは毎週例会に改め、管理運営面の充実、

出席規定の厳守、例会の時間励行、クラブ歌の制定、親睦

、 。会 定款翻訳など積極的にクラブを運営されておりました

この後大阪RCは1924年8月に神戸RC（登録番号1986

番）を子クラブとして作り、東京RCは1924年12月、名

古屋RC（登録番号1907番）を子クラブとして作ります。

名古屋RCは1949年、子クラブとして一宮RC（登録番号

） 。 。 、7410 を作ります 愛知県で2番目のクラブです また

。戦後日本での新設クラブとしての第一番目のクラブでした

その一宮RCが４年後の1953年６月、津島RCを子クラブ

として作ります。愛知県で6番目のクラブでした。そして

その16年後の1969年6月16日、その津島RCの子クラブ

としてあまRC（登録番号14174番）が誕生するのです。

実に東京RCができてから49年、シカゴRCができてから6

4年が経過いたしていました。愛知県で40番目のクラブで

す。初代会長は大竹和美さんです。まだまだお元気ですの

で50周年向けて健康に留意され、初代会長・チャーターメ

ンバーの皆さんとともに素晴らしい節目を迎えたいと思い

ます。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次週11月23日は祭日による休会です。次回例会は11

月30日（月）となります。

２ 浅野多喜男君が第24回米山功労者（メジャードナー）

に寄付されました。

卓 話

「うらばなし」

宮本 忠博氏

・突撃取材の裏話

・インタビューの裏話

・グルメ取材の裏話

・仕事激減の裏話

・復活に向けてのヒント

31年間のタレント活動の中で見て体感した真実を、裏話

として紹介。

・仕事は待つのではなく、真面目に動いて、評価されれば

必ず回ってくる。

・すべての評価は、他人が決める。

プロフィール

生年月日：1964年6月21日生

出身地 ：愛知県

サイズ ：160ｃｍ 55ｋｇ

血液型 ：A型

最終学歴：中部大学 工学部 機械工学科卒

趣味 ：ミシン、カメラ、ギター、サッカー（中学・高

校）

免許・資格： 普通自動車・自動二輪中型・ガス溶接・危険

物（丙種）



11月30日MENU

シーフードドリア

例会日 クラブ名 場 所

12/2 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

12/7 月 名古屋空港 キャッスルプラザ（ ）

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 １０

「龍照院のイチョウ －蟹江町須成－」

樹齢約400年、樹高22m、幹周3.5m 「太閤お手植え。

」 、 （ ）の銀杏 として伝承され 古木ならではの乳嘴 にゅうし

状の枝張りがあり、信仰の対象となっている。雌株のイチ

ョウであり、秋になると小さな銀杏を実らせるが、この樹

に実った銀杏を口にすると母乳の出がよくなると伝えられ

ている。

「舟入中部神明のイチョウ －蟹江町舟入－」

樹齢400年とされ、台風の被害で高く延びる枝を失って

しまったが、幹の太さは圧巻であり神木として信仰され続

けている。近くの住人によると、かつてこの銀杏に「白龍

さん」と呼ばれる白蛇が住み着いていたといい、幹の穴に

。 、卵を供えるとやがて無くなったそうである 雄株であるが

子授かり大銀杏としても信仰されてきたといい、願いを込

めて幹の腹をなでてから自分の体をなでるとご利益がある

という。

「七宝焼原産地道標 －あま市七宝町桂－」

佐屋街道に面し建つこの石柱は、七宝焼の原産地である

ことを示すとともに、その窯元へはこの道を北に入って行

くことを指示したもので、いわゆる道標である。江戸時代

末に遠島地区で生産がはじまった七宝焼は、そのきめ細や

かさゆえに芸術品としての価値を高め、明治20年代には頻

繁に海外へ輸出されるまでに、この石柱上部には「Shipp

oyaki Toshima」と刻まれ、外国人バイヤーにもわかるよ

うローマ字表記もある。

お知らせ

後藤 眞会員の会社住所が変更となります。

新住所（自宅住所と同じです）

〒497-0035 海部郡蟹江町蟹江新町字中之割イ103

※TEL・FAXの変更はありません。



「ロータリーの歴史 ９」

文責 東海広光会長

この頃、ロータリーの紋章（バッジ）制定の話が持ち上

がったようです。最初の紋章は印刷業のハリー・ラグルス

が、新聞広告の馬車の絵と、会場持ち回りのロータリーと

結びつけて、馬車の車輪をデザインしたとされています。

ところがこの馬車が荷車であったために不評を買い、彫刻

師のモンタギュー・ベアが14本の支柱を有する二頭立て馬

車の車輪に改造しました。その後、幻灯機製造のL.T.フィ

リップによって支柱が12本に改められリボンとRotaryの

文字が入れられました。

1910年に全米ロータリー・クラブ連合会が結成される

までに設立された16のクラブは、それぞれ独自の紋章を付

けていたようです。連合会は共通の紋章として、シカゴク

ラブの車輪をアレンジして8本の支柱と19個のギアをもつ

歯車をデザインしました。1920年には支柱が6本でギア

が24個に変更され、1923年に歯車の中心に楔穴が付け加

えられて現在の形になりました。

10

ロータリー・クラブの設立趣旨を表す条文が制定された

のは19０6年1月になってからのことでした。

起草はポール・ハリス、保険業のチャールズ・ニュートン

と、後に入会した法律家のマックス・ウォルフで、条文は

次の2項目でした。

１．クラブ・メンバーの事業利益を増大すること。

２，社交クラブに付随する親睦その他の必要事項を推進す

ること。

第2はロータリーが“クラブ”と称することによって自

動的に付与される性格ですから、ロータリー固有の｢目的｣

と｢特質｣は第1に示された“会員間の商取引を推進して事

業利益を増大すること（相互扶助 ”にあります。）

当時の商取引は、売り手も買い手も互いに相手を信用で

きるか否かに成功の鍵がかかっていて、｢騙されたヤツが悪

い｣という社会だったので、ロータリアンとしての信用を背

景に相互扶助の精神で取引を推奨するロータリーという会

が、斬新で魅力的な集団として人々の関心を集めました。

11

ロータリー・クラブの唯一の目的が、事業で儲けること

であって、その目的を推進するために相互扶助システムが

しかれました。それは、服を作るときにはハイラム・ショ

ーレーの店で、石炭が欲しいときにはシルベスター・シー

ルのところから、印刷はハリー・ラグルスに頼み、不動産

購入はウイリアム・ジェンセンに相談するというもので、

メンバーが増えるほど相互扶助の機能が高まり、それには

一業種一会員という制度が効果的に働きました。

1906年には相互扶助の推進のため、クラブにStatistici

an（統計係）と呼ばれる係が置かれ、メンバー間の商取引

を記録して例会で報告したということです。この役割は19

、 （ ）09年以降 会員名簿と出席を管理するRegistrar 記録係

によって行われ、ますます重要な役割を担うようになって

いきました。

この制度は、全米ロータリー・クラブ連合会が結成され

てから後に、地域－、都市間－、全国－商取引委員会の設

置へと発展していきました。会員間の活発な商取引こそが

ロータリー活動の原点だったのです。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・先週はニコボックスへ大勢の皆様にご投函いただきまして、有り難うございました。臼井委員長をはじめとするニコボッ

クス委員会の皆様が、笑顔を絶やさず、投函しやすい空気を漂わせていただき、本当に有り難うございます。このペース

であと8ヶ月頑張りましょう。

・伊藤正征君、恒例の「得仙 、お骨折り有り難うございました。同伴いたしました友人ご夫妻も感動され、大変喜んでいた」

だきました。藤田隆志君、楽しく我がテーブル盛り上げていただき、有り難うございました。

西川広樹 副会長

・田中正博君、勲章おめでとうございます。

児玉憲之 幹事

・ニコボックスの皆さんの笑顔を見て、元気を頂きました。感謝。

中西 巧君

・11月13日、名鉄ニューグランドホテルにて創業10周年記念感謝パーティーを開かせて頂きました。ホテルの皆様のご協

力を頂き、心温まるパーティーが出来ました。皆さん、有り難うございました。

伊藤正征君

・11月のあんこう鍋、得仙出席の皆様、有り難うございます。美味しいあんこうに精気を養えました。次回は平成28年3

月10日木曜日です。

中村普一君

・やっとかめ。ご無沙汰しております。久し振りの例会出席です。

山田幸治君

・運転免許書き替えました。大型二種・大型特殊を貰いました。62年乗ってます。ゴールドです。

栗木和夫君

・田中正博君、立松君、おめでとうございます。

篠田正志君

・立松君、納税表彰おめでとうございました。

・あんこう鍋、久し振りに美味しかったです。宇津山君、伊藤正征君、有り難う。

田中正博君

・11月13日、皇居で天皇陛下にお言葉をいただいてきました。大変感激しました。

紅谷幸政君

・後藤雅光君、お世話になりました。おかげさまで知多新四国満願成就出来ました。

藤田秀樹君

・遅くなりましたが、新会員研修会、どうも有り難うございました。

後藤 眞君

・田中正博君、天皇陛下にお会いになり、おめでとう。

家田安啓君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

川口信義君

・田中正博君、藍綬褒章受けられおめでとうございます。

北野庸夫君

・八十八会知多新四国、満願しました。同行の皆様、お世話になりました。来月の猪鍋、楽しみです！

黒野晃太郎君

・鈴木正徳君、素晴らしい1時間を有り難う。楽しかったです。

光岡 朗君

・鈴木正徳君、土曜日は有り難うございました。

宮下忠克君

・最近リタイアしたご近所のご主人が、朝「行ってらっしゃい」と声をかけてくれます。私ももうすぐです。

水野 眞君

・豊田銀の鈴合唱団に、また応援出演しました。



立松絹久君

・宮本忠博様をお迎えして。

山田尊久君

・事務所の窓からけやきの色付いた葉が少しずつ落ち、裸木になる様子を見ていると、季節の移り変わりの速さをしみじみ

と感じます。

投函件数22件 合 計 ６２，０００円


