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長野西ロータリークラブ

会長／南 信行 幹事／若麻績信昭 クラブ会報委員長／西沢 徹

SAA／飯田 弘己 副 SAA／宮原 友昭

会長挨拶 南 信行会長

本日は ｢ハリーラグレス｣ と言う人物について

話します｡

シカゴロータリークラブのホームページを開き､

初期のリーダーを調べますと､ 第５番目のロータ

リアンとしてハリーラグレスが､ ポールハリスと

同格以上に説明書きがされています｡ 1906年のあ

る夜例会の出来事ですが､ クラブの運営をめぐっ

て議論が沸騰し､ 会が分裂するほどの険悪な雰囲

気に包まれました｡ その時ハリーは議論の真った

だ中に立ち上がり､ ジョークとうまさを交へ

｢Come on boys,let�s sing！｣ ｢Let me call you

Sweetheart｣ と言って､ 自ら指揮をして歌を歌

い､ 会員の心を落ち着かせました｡ これがロータ

リーソングの始まりで､ ソングリーダーは､ それ

以来ハリーのような信頼の厚い人の役目となった

のです｡ 彼は1908年から1910年までクラブ会長を

務め､ シカゴクラブの会員に加え多くのクラブの

会員に影響を与え､ 1959年に亡くなるまでに近隣

の７クラブの名誉会員になりました｡ 友愛と連帯

を強く訴え続けたハリーは､ 今もシカゴロータリー

クラブで確固たる支持を受けています｡ 話は変わ

りますが､ シカゴクラブの例会は第２､ 第３､ 第

４､ 火曜日がＰＭ12：10～ＰＭ１：30､ 第１火曜

日は夜例会でＰＭ６：00～だそうです｡

幹事報告 若麻績信昭幹事

＊第一回クラブ協議会報告

・９月８日､ 日南田ガバナー補佐事前訪問例会

９月29日､ 関ガバナー公式訪問例会

・９月23～24日､ ライラ (ロータリー青少年指導

者養成プログラム) 開催｡ 20～30歳の青年を推

薦してほしいとのことです｡ 該当の方がいまし

たらお知らせ下さい｡

・地区補助金事業として申請した森林 (もり) 事

業への補助金額が2180ドル241,980円に決定｡

・地区大会は10月14～15日｡ ホスト：長野東RC

於：ホテル国際21にて開催｡

・九州北部集中豪雨災害義捐金とスリランカ洪水

義捐金､ 合わせて1000円を人数分送金します｡

・チャーターメンバーでもある滝澤 功さんから

退会届が出されました｡ 『クラブ協議会 (理事

会) にて審議の結果』 クラブ創立にあたり長野

クラブから移籍され山口文男さん､ 柄澤重登さ

んともどもご尽力して頂き当クラブの要となっ

た方ですので中山富太郎さんと同じ特別名誉会

員になって頂くということが了承されました｡

まだご本人にはお話していませんがこの方針で

行きたいと思っています｡ 皆様もご承知おきく

ださい｡

７／28 本日のプログラム

会 員 卓 話 轟 修 平 さ ん

第1438回例会 2017年 (平成29年) ７月21日 (金)

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE



出席・ニコＢＯＸ報告 坂本千尋例会運営委員長
７/21 (会員52名) 出席30名前々回修正出席率89.79％

・綿貫隆夫さん☆卓話をさせていただきます｡

・柄澤重登さん☆南会長と長野女子高白梅祭に行っ

てきました｡ インターアクトクラブ会員22名は

夢のようです｡ ☆一方淋しい現実もあります｡

・合 計 6,500円 ・累 計 74,497円

納涼会のご案内 青木 宏会員家族委員長

納涼会は８月４日 (金) 犀北館にて18：30～開

催します｡ 抱腹絶倒宴会ゲームを企画しています｡

多くの方の浴衣での参加大歓迎｡ また､ まだ先で

すが松茸ゴルフコンペは10月25日 (水曜日) の平

日開催を企画してみました｡ スケジュールに入れ

て頂きますようよろしくお願いします｡

韓日親善会議について 綿貫日韓親善地区委員

先週お話しました韓日親善会議には2600地区で

まだ登録がないようです｡ 委員である私はもちろ

ん行きますが､ 2600地区から15名位は行って頂け

ればと思っております｡ よろしくお願い申し上げ

ます｡

会 員 卓 話 綿 貫 隆 夫 さ ん

｢ロータリーアンとして想うこと｣

ロータリーの､ 美味しい昼食

とよき人達の集まりに出席する

ことはそれなりに魅力があると

思います｡ しかし､ 日常生活の

アクセントではあるがロータリ

アンとしてマンネリ化してしま

うと､ そんな会合に若くて忙しくしている人達が

入ってくるでしょうか｡ ロータリーに出られる元

気があったら､ それなりに充実したロータリー活

動をしなければいけないのではと､ 改めて思って

います｡ ロータリーの本髄は ｢奉仕｣ ｢親睦｣ で､

なかでも職業奉仕が一番大事ではないでしょうか｡

奉仕をする (人の喜ぶことをする)

１. 職業奉仕 ｢三方よし｣ 自分､ 相手､ 第三者×…

ＷＩＮ ＷＩＮ 企業で言えば会社よし､ 社員よ

し､ お客さんよし ２. 地域､ 世界のために良い

ことをするＲ活動 ３. 私財を分かち合う､ 一部

を人のために使う 知足の生きがい 人間は本来

自分以外のためにお金を使ったら人生の支えにな

る 人間的に豊かになると発展的になれる

４. 松下さんの言葉で､ いい仕事をするとお客さ

んは利得として返してくれる 利益は仕事のご褒

美､ そのご褒美・私財をどう使うか ５. R財団

寄付 クラブ・地区→人道的､ 教育的活動の補助

金地区補助金 (DDF) とグローバル補助金 (重

点分野のみ) ６. できるだけ多くの人達の人生

をよりよくする ⇒世界平和

親睦 (奉仕を是とする友愛)

１. メンバーの職業にヒント・活力を与える ２.

ロータリーとしてアイデアと愛情のある活動各人

のイノベーション､ クラブのイノベーション RI

は大変革 ロータリーは単年度での活動でなく

｢未来の夢計画｣ フューチャービジョン 規約改

正を各ロータリーに委ねる ３. 誠意の付き合い

は安心と喜びを生む

国際ロータリーのイノベーション

１. 例会の回数・出席・入会金の緩和 ２. 会員

身分 ３. 補助金変更 地区補助金の範囲自主的

な大きいプロジェクト人頭分担金増

ロータリーはオアシス空間

１. 生涯にわたる人間性向上の場 生きていて良

かったと思える生き方をする ２. 社会奉仕を喜

べる場 ３. 人生は考えようでは思うようになら

ないもの｡

ロータリーの前向きで温かい場に有ればこそ､

ピンチを受け容れ前へ進むエネルギーが湧いてく

るものと思います｡ 戦争を未然に防ぐ働きかけ､

疫病の予防､ 水の問題や弱者への手を差し伸べる

ことなど､ ロータリーの原点を大事に今後も活動

したいと思います｡

会報当番：西沢徹クラブ会報委員長

例 会 案 内

８月４日 納涼会 18：30～犀北館

８月11日 法定休日による休会

８月18日 会員卓話 中島 勉さん


