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国際ロータリー会長　ジョナサン B・マジィアベ （国籍・ナイジェリア カノ）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３－１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　〒 874-0931　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp

理事　森　宗明
　〃　 村津忠久
　〃　 後藤健介
　〃　 河村貴雄

役員　会　長　後藤　隆
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　小川雅代
　　　会　計　岩尾昭治

ＶＯＬ．16 －  1
2003 年 7 月 1 日 第  　 回 例 会 編集　中島　澄人

理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 椛田健治

ＳＡＡ　中島澄人

689

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ．Ｓ．　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　我は海の子

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌集」より

　　　　　　　　北帰行

　　　　　　　　瀬戸の花嫁

　　　　　　　　北国の春　　　　　　　　他

◆ゲ ス ト　　何
ホ

　家
ヂャー　

駿
ヂュン

　君（米山奨学生）

－ 識字率向上月間 －

１． 本日のゲスト

　　　何　家　駿 君（米山奨学生）

２． 本日の卓話

　　　『役員就任挨拶』

３． 事務局変更のお知らせ

　７月１日より杵築ロータリークラブは、事務局

が下記の通り変更になりました。

　　事務局：〒 873-0001

　　　杵築市大字杵築 665-354

　　　　　　（幹事）小笠原　光一

　　　電　話：0978-62-4970

　　　ＦＡＸ：0978-62-4971

　　　E-mail ogasawar@lime.ocn.ne.jp

４． 本日より、下記の方が入会されますので宜し

くお願い致します。

幹事報告 幹事　小川　雅代

◆出席報告　　　　　　　委員長　佐藤　民子
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　　　生年月日　1950 年 12 月 20 日　（52 才）

　　　事務所名　株式会社　トキハ別府店

　　　職業分類　百貨店

　　　自宅住所　大分市緑ヶ丘 1-6-1

　　　　　　　　Tel　097-542-5074

　　　紹 介 者　上妻　浩会員

５． 本日 11：00 ～大分合同新聞別府支社、今日

新聞社、別府ケーブルテレビへ別府市内 4 ロー

タリークラブ各会長・幹事により『就任の表敬

訪問』を致しました。

６． 本日例会終了後、13：40 ～『第１回定例理事・

役員会』を開催致します。

７． 例会変更のお知らせ

別府東ＲＣ　７月３日（木）の例会は、例会場

の都合により　同日 12：30 ～別

府ホテル清風に場所変更

８． 次週の予定

　『会員卓話』　　上妻　浩会員

９． 本日の配布

　① 週報 688 号

　② ロータリーの友７月号

　③ ガバナー月信 Vol.1

　④ ガバナー月信綴り

　⑤ 『ロータリー 100 年の歩み』

（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

○後藤会長

　ついに新年度が来てしまいました。今日の例

会が終わるとあと残り 45 例会です。一年間よ

ろしくお願いします。

○森会員

　創立十周年を迎えます。頑張ります。

○小川会員

　今年度は、幹事という大役に挑戦します。後

藤会長の楽しい例会にしていきたく思います。

会員皆さまのご協力をお願いします。

○村津会員

　一昨日・日曜日、Ｂ－コン・フィルハーモ

ニアホールで「別府市民交響楽団創立十周年記

念特別第九演奏会」が開催され、81 名のオケ、

157 名の合唱団が熱演、1,162 名超満員のお客

様から盛大な拍手を頂戴しました。全てに感謝

してスマイル。

　今日は、我がクラブ後藤年度の初日です。一

年間スマイル委員長を務めさせて頂きます。絶

大な御協力をお願いしてスマイル。

○上妻会員

１．新年度に入りました。会長、幹事を先頭に

全会員で盛り上げて一層、有意義で楽しいク

ラブにしましょう。

２．久しぶりにオーケストラの生演奏を聴きま

した。しかもコーラス付の「第九」です。音

楽好きの虫が再び起こりそうです。次週の卓

話でもう少しくわしく触れる予定です。

○吉冨会員

　６月 30 日で当社も会社設立以来 29 期を無

事終了し、本日 30 期目のスタートを切りまし

た。今期も業績のアップを図るべく努力を重ね

社会により貢献できる企業を目指し、心新たに

決意してスマイル致します。

○中島会員

　写真のお礼として、過分な戴きもの恐縮に存

じます。折角の御厚意ですので私の健康保持の

為使わさせて頂きます。有り難う御座居ました。

○後藤 (健) 会員

　なにはともあれ、後藤新体制の発足をお祝い

申し上げます。

○岩尾会員

　今年度の新しいスタートの日です。会長幹事

さんよろしくお願いします。

○梅津会員

　新年度、会長、幹事さん、新役員様どうぞ

一年間よろしくお願い致します。皆んなで助け

合って頑張っていきましょうネ。

○溝部会員

　　隆さん、マーチャン頑張っていこう。

○河村会員

　後藤新会長、小川新幹事就任おめでとうござ

います。一年間、いろいろとあると思いますが、

よろしくお願いします。

○平野会員

　先日は盛大な「会長幹事慰労会」をありがと

うございました。第一回例会に出席できず申し

訳ありません。新会長、新幹事、その他委員長、

役員の方々の今年度のご活躍、ご健闘をお祈り

申し上げます。

スマイルボックス 委員長　村津　忠久
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○椛田会員

　後藤会長、小川幹事、今年一年よろしくお願

いします。

○鳴海会員

　新年度の発足にあたり、とくに会長・幹事の

ご健斗を祈念致します。

　ロータリーのスポークス・パーソンの一人と

して、ロータリーの良さをＰＲしたいのが目的

ではじめたわたしのホーム・ページ「ロータリー

探究」は、2001 年８月１日より毎週１回の更

新を続け、この６月末で丁度 100 回となりま

した。これを記念してスマイル致します。

　就任挨拶　

後藤　　隆　

　いよいよ新年度になりました。2003－04 年

度ジョナサン B. マジィアベ会長のテーマは『手

を貸そう』です。別府中央ＲＣ会員の皆様、是非

クラブ運営に手を貸してください。ロータリーの

主役は我々ロータリアンです。クラブに振り回さ

れること無く、例会やプログラムを利用しながら

会員それぞれの価値観で楽しめるようなクラブの

運営を心掛けるつもりでいます。皆様はできるだ

けホームクラブ例会に出席し、プログラムや委員

会活動に積極的に関わってください。皆様にとっ

て、この一年間が、楽しく実り多い年になること

を願っています。

副会長就任挨拶

　　森　　宗明　

　私、ロータリーに入会させて頂いて、はや８年

目を迎えます。一昨年幹事を仰せつかり、皆さん

のご協力の元どうやら勤めさせて頂きました。本

年度は後藤隆会長を、小川幹事と協力して補佐し

ていきたいと思っております。後藤隆会長がえら

いはりきっておりまして、いつもの隆ちゃんと違

う、テンションが高いし、ガンガン行くぞ！と言

う姿勢が伝わってきます。私も遅れ馳せながら付

いて行きます。個人的には「出会いを大切に」を

努力目標に掲げています。ご指導を請います。

幹事就任挨拶

　小川　雅代　

　幹事という大役が肩に重く感じます。

　後藤会長は無言実行。やるべきことはしっかり

やる。お話しされました様に楽しいロータリーク

ラブを心掛け、欠席者の少ない増強のしやすい他

クラブにない心地良さが提供できるよう、会長の

足を引っぱることなくがんばってまいりたく思い

ます。ロータリーを深く理解し修業の一年であろ

うかと思います。本年度の国際ロータリーのテー

マである「手を貸そう」を会員の皆さまにお願い

し、ご協力下さいますよう重ねてお願い申し上げ

ます。

ロータリー 100 年の歩み　

NO.100　2003/6/26

　1905 年 2 月 23 日：青年弁護士ポール・ハリ

スが友愛の心を求めて、3 人の知人 ｢ シルベス

ター・シール（石炭商）、ガスターバス・ローア（鉱

山技師）、ハイラム・ショーレイ（洋服商）｣ を誘い、

最初の会合を開いたのがロータリー・クラブの誕

生でした。

　4 人は互いの事務所で輪番に会合を開くことを

決め、グループの名称を『ロータリー』と呼び、

会員を『ロータリアン』と呼ぶことに決めました。

　ロータリーの創始者たちは、まもなく印刷業の

ハリー・ラッグルスを誘い、5 人で正式にシカゴ・

ロータリー・クラブをつくりました。

　しかし、会員同志がただ親しくし、お互いの利

益を考えるだけでは駄目で、恵まれない人々に手

をさしのべることの大切さを知りました、

　こうして、創立 3 年後にサービスの概念が導

入されました。

　1907 年：シカゴ市役所の近くに公衆便所をつ

くりました。（これがロータリーでいう社会奉仕

のはじまりです）

　1908 年：冬の寒い日、売れない新聞を抱えて

震えている少年をシカゴ・クラブの会員が例会場

に連れて行き、新聞を全部買ってやり、ある会員

はマフラーを与え、激励して帰したと記されてい

ます。（これがロータリーでいう青少年奉仕の第

1 号とされています）

　1908 年：ロータリーの歴史上忘れること出来

ない 2 人の人物がシカゴ・ロータリー･クラブに

入会しました。一人は後に国際ロータリーの建設

役員就任挨拶 　

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp

Ｒ情報 委員長　鳴海　淳郎
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者と呼ばれるに至ったチェスリー・R・ペリーで、

もう一人は、ロータリーの改革者と言われたアー

サー・フレデリック・シェルドンという人でした。

　入会後間もなく、シェルドンは『他人のことを

考え、他人のために尽くす』というサービスの精

神に従って行動する者こそ成功するのだという結

論に達し、『最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる』という提言をしました。　これが後の

『ロータリーの標語』のきっかけとなりました。

　1908 年：米国カリフォルニア州サンフランシ

スコに、2 番目のロータリー・クラブが誕生しま

した。

　1910 年：シカゴを含む 16 のロータリー・ク

ラブによって全米ロータリー・クラブ連合会がで

き、ロータリーの綱領が正式に決定されました。

　1913 年：米国中西部諸州が大洪水に襲われた

とき、当時存在していた 50 のロータリー・クラ

ブが合計 2,5000 ドルの義捐金を被災者に贈って

います。（ロータリアンが災害被災者に援助を要

請されたのはこれが最初です）

　1917 年：アトランタ国際大会で任期終了前の

アーチ・クランプ国際ロータリー会長は、世界的

な規模で善意、教育その他、社会奉仕の分野で何

かよいことをしようと『ロータリー基金』をつくる

ことを提案しました。これが後のロータリー財団

の前進ですが、この基金に国際大会をホストし た

カンザスシティー・ロータリー・クラブが最初の

寄付金 26 ドル 50 セントを贈りました。（1918 年）

　1920 年 10 月：日本最初の東京ロータリー・

クラブが誕生しました。

　1921 年：国際大会が初めて米国以外の地、ス

コットランドのエジンバラで開かれました。この

大会で、綱領の一部として、国際平和と友好の増

進を組み入れることが採択されました。また、こ

の年度、世界におけるロータリー・クラブは 1,000

に達しました。

　1922 年：米国カリフォルニア州ロスアンゼル

ス国際大会で、連合会の名称が国際ロータリーと

いう短い名称に改められました。

　1923 年：米国ミズーリ州セントルイス国際大

会で、決議 34 号が採択され、社会奉仕に関する

声明が出されました。

　1928 年：ミネアポリス国際大会で『ロータリー

基金』が『ロータリー財団』という名称に改めら

れ、アーチ・クランプが委員長に指名されました。

※ 1920 年代；ロータリーは国境、人種、言語、

宗教を超えて世界中に広がり、ヨーロッパ、中南米、

オーストラリア、アフリカ、アジアへと、まるで

雨後のタケノコのようにクラブがつくられました。

　1933 ～ 34 年度：シカゴのハーバート J・テー

ラー（20 年後に国際ロータリー会長になった）は、

倒産寸前の会社にあえて転職してその会社を救

い、更に発展させるに至りましたが、その際行動

の規範とも言うべきものを考え出し、ロータリー

に紹介しました。

　『四つのテスト』というもので、後にロータリー

で採用されることになりました。

　1939 ～ 40 年度：第 2 次世界大戦の勃発により

多くのクラブが解散し、ロータリーの成長は鈍化

しましたが、停止したわけではありませんでした。

　戦後の被害者救済のため、赤十字を通じて 5

万ドルの義捐金を出すことを承認しました。　

　更に、戦争のために困窮しているロータリアン

とその家族の為にロータリー救援基金を設けるこ

とを議決しました。

※ 1930 年代の世界大不況期の間、職業奉仕の新

生面が相次いで発見されました。

　1942 年：ロンドンで開催されたロータリーの

大会で、各国からの文相およびオブザーバーが出

席して、教育・文化の広範囲にわたる交流を図る

ための機構が検討され、これから後のユネスコが

生まれました。

　1947 年：ロータリーの創始者ポール P・ハリ

スがシカゴで逝去しました。彼の偉大な功績を記

念して、ロータリー財団奨学金が 18 人の奨学生

に支給されました。

　1954 年：ロータリー本部、新築の建物に移転。

ロータリー創立 50 周年を記念するため、シカゴ

で創立 50 周年記念大会が開かれました。（当時

クラブ数は 8,300 を超え、会員数は約 393,000

人に達しました）

※ 1945 ～ 55 年：第 2 次大戦後ロータリーの開

拓精神は勢いを取り戻し、様々の奉仕活動が活発

に展開されました。戦争の為に解散したクラブも

続々再出発をはじめました。

　1962 年：ロータリーの提唱する中等学校に在

学する青少年の奉仕クラブ・インターアクトが発

足、最初のインターアクト・クラブが米国フロリ

ダ州メルボルンに設立されました。　世界社会奉

仕プログラム発足。

続きは次週へ。

http://www.narumi-clinic.jp/ でご覧になれます。

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp


