
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

創創立立：：11996688年年 88月月 44日日  

国際ロータリー 
第２６７０地区 

◆例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

◆例会場 香川県善通寺市文京町 3-3-3 

(事務所)  善通寺商工会議所 2F 

TEL(0877)62-7627 FAX (0877)62-7656 

E-mail zen-rc@downtown21.gr.jp 

WEB http://www.downtown21.gr.jp/zen-rc 

◆会 長        ◆幹 事   

入江 善久      山下 安亮  

 今月の例会プログラム   

□８月 ４日 創立記念例会 卓話 吉田会員      

■■■８月１８日 客話 土地家屋調査士 石川 淳様 

□８月２５日 会員増強委員会担当 岩野 会員 

 

＊８月１１日は、休会（定款第７条を適用）です 

 幹 事 報 告     
到 来 誌：RI 日本事務局財団ニュース８月号 

配 布 物：ロータリーの友、ガバナー月信８月号、２０２０-

２１年度地区大会記録誌 

＊ 例会後、理事会を開きます。 

 

 出 席 報 告  正会員数３５名 （2021/7/１現在） 

          （出席免除会員(b)9名(a)0名） 

8/ 4（2583 例会) 会員数 35 名 出席会員 21 名（6 名) 
            欠席会員 5 名    
7/ 21（2581 例会) 会員数 35 名 出席会員 20 名（6 名） 
＜修 正＞ 

メークアップ  2名 

白川 等、髙木誠一 君 

 7/21出席者 28名  出席率 87.50％ 

ビ ジ タ ー   ０名 

 

 
 

 

 

 

国際ロータリー 

会長  シェカール ・ メータ 

＊＊＊＊＊＊＊
 

国際ロータリー第 2670 地区 
ガバナー 東 (ひがし )邦彦  

2021-22年度 

【会長運営方針】 

奉仕活動の実践で、 

 自己発見せよ 

週週  報報  
ＮＯ．６－２５８４ 

2021(令和3)年8月 18日発行

 ニコニコBOX   
 

□ 松本光平君： 夫人誕生祝有難うございました。 

□ 白川  等君：出席１００％祝をいただて 

□ 髙木誠一君：１００％出席を頂き有難うございまし

た 

□ 白井 聡君：タオさん、暑い中ご苦労様です。２８日

（土）の卓話研修会*もよろしくお願いします 

□ 吉田 匡君：卓話をさせて頂き有難うございました 

 

＊ 8月28日予定されていました米山奨学生卓話研修会

は、新型コロナの感染拡大のより香川県は9月12日

迄、まんえん防止措置適用地域となりましたので、中

止となりました。 

四つのテスト      真実かどうか 

      みんなに公平か 

      好意と友情を深めるか 

      みんなのためになるかどうか 

                                        

（言行はこれに照らしてから）  

☆ 今月の奉仕事業（社会奉仕委員会） 

食品ロス解消、必要とする人に食品、品物の提供を目的

とする事業にご協力ください。 

 

2021-2022年度国際ロータリーのテーマ 

総本山善通寺五重塔 

 お 知 ら せ  
★ゴルフ同好会 髙島幹事より  

 香川県RC親睦ゴルフ大会のご案内を 

ホストクラブ坂出東RCより届きましたので 

お知らせします。 

１１月７日（日）坂出カントリークラブにて 

★IM実行委員長 白川会員より 

 IM記録DVDの各クラブへの発送済ませました。事業が

終了しました。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 



 

 

 
  創立例会卓話  

 

吉田 匡 

（チャーターメンバー） 

善通寺ロータリ

ークラブの創立記

念日は 8月 4日であ

り、1968 年以来 54

回目の記念日であ

る。実はこの日は創

立総会が行われた

日である。後日国際ロータリーから加盟認証状が

送られてくる。その日付が、公式の加盟の日でク

ラブの正式の発足である。それまでは仮クラブで

ある。 

善通寺 RC 創立総会以前の情勢：丸亀 RC の麻

田病院長保英氏の話では 1968－69 年度の国際 RI

会長に日本人として初めての東ケ崎潔氏が就任さ

れ日本がロータリー拡大重点地域となり、全国各

地にぞくぞくと新クラブが誕生した時代である。 

当時県下には高松に 3 クラブ、小豆島、坂出、

丸亀、琴平、観音寺の 8 クラブがあり、善通寺が

エアポケットになっていた。丸亀 RC には四国学

院大学長堀 経夫氏、四国工芸社長稲井久慶氏が

在席されており善通寺 RC の創立のことは話題に

なっていたと思われる。 

1966 年（昭和 41 年）丸亀 RC のガバナー公式

訪問の際、ガバナーが「この地方にどこか新クラ

ブができる所はありませんか」と問われたとき、

麻田先生が手を挙げられた。そして設立委員会が

立ち上げられ、会員はそれぞれに活動したが、初

の活動のことであり、この年度の挑戦は失敗に終

わった。1967 年（昭和 42 年）の公式訪問の際も

ガバナーから前年と同様の質問があり、カバナー

特別代表に指名された以上今度こそ成功させると

の覚悟を新たにされたそうです。 

さらに麻田先生の言によれば、手初めに尽誠学

園の大久保紫朗先生を訪問され、次いで総本山善

通寺の亀谷管長を訪れ、「ロータリーの話」を 3時

間越えて話され、ようやくお二人の入会の承諾が

得られた。わたしの父の所にもお出でになり、父

の代わりに小生が入会することになった。 

麻田先生の指導のもと善通寺商工会の秋山、稲井、

高尾、大久保、綾（中国銀行支店長）の各氏がキ

ーメンバーとなり会員募集が始まり、赤門筋の商

店主も加わった。また中国銀行の会議室で会員候

補者が結成準備の会合を重ねるうちに初代会長、

幹事、役員、委員会のメンバーも決まり、例会日

は近隣のクラブを考慮して水曜日に決まり、いよ

いよ創立総会の日を迎えるに至った。 

 

 

 

 

 

創立総会の日：晴天に恵まれ善通寺書院の表

玄関で、一同は記念撮影を済ませた後、式場に

向かう。斎木亀治郎ガバナー、麻田保英特別代

表、スポンサークラブ丸亀 RC会長、幹事、ほ

か県下の 7クラブの会長、幹事、善通寺亀谷管

長の臨席のもと挙行された。ガバナーの祝辞の

後、麻田保英特別代表が創立に至る経緯を述べ、

次ぎに創立会員26名を一人ひとり紹介された。

閉会後はこの場で懇親会となり、精進料理を賞

味した。お開きの後、斎木ガバナーを囲み座談

会となり「奉仕の理想」をめぐる論議は盛り上

がり、メンバーに強い印象を残した。「積善の

家には必ず余慶あり」（善行を積み重ねた家に

は、必ず子孫にまで幸福が及ぶ）を引用し説明

された。 

 当時のガバナー公式訪問：兵庫県と四国は第

367地区であった。斎木亀治郎ガバナーは姫路

RC の会員であり。ガバナーと随行は列車と連

絡船で往復されるので一泊二日の日程になる。

一日目は会長幹事との懇談会、引き続きクラブ

協議会、その後、会員総出の歓迎晩餐会、ホテ

ルか旋館にお泊りになる。翌日例会で講評を聞

き、記念撮影をして終った。会員一同落度が無

いよう緊張したものであったが、国際ロータリ

ーの一役員としてのガバナーとの触れ合いも

あり楽しみもあった。地区大会参加は本州まで

出掛けなければならなかった。 

 四国にクラブの数が増えたので 1991－92 

年度（平成 3 年）より 2670 地区と変わった。

四国の高速道路が整備された今日ではガバナ

ー公式訪問は日帰りとなり、事務的となった感

がある。 

 RI加盟認証状：普段は事務室に掛けられてい

る。ガバナー公式訪問には例会場演卓の横に置

かれる。英文である。その内容は高松 RCの三

宅徳三郎バストガバナーの著書「素顔のロータ

リー」の翻訳から引用する。 

 善通寺ロータリークラブは正式に結成せら
れ、かつその役員および会員を通じ国際ロータ
リーの定款並びに細則を遵奉することは本証
書を受納することによって立証せられた。 
 よってここに国際ロータリーの会員たるこ
とを正式に承認せられ、かつその会員としての
権利と特典を享受するものであることを証明
する。その証しとして国際ロータリーの印章を
捺し正規の権限を有するその役員がここに署
名するものである。 
  1968年 8月 19日  国際ロータリー会長  

東ケ崎  潔 
事務総長  

 ジョージ・ミーンズ 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 
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国際ロータリーの本部：エバンストン市に

ある。シカゴ市の北に接するミシガン湖に面

した、郊外住宅地、高等教育機関、宗教都市

である。人口は約 8 万人。ロータリーの友に

「エバンストン便り」が毎月掲載され、国際

ロータリー（RI）の理事会の意向、世界のロ

ータリークラブの情報が伝えられている。 

初年度の善通寺 RC：事務所は大久保紫朗先

生の香川短期大学の事務室、会場は辻村猛男

氏の西讃土建の 3 階のホール、昼食は仕出し

美松の弁当であった。弁当の注文は出席委員

の担当で私である。出席率は 80％台いつも数

個以上の弁当が残った。籠池宗平会員（弁護

士）に話すと会員は会費を払っている以上会

員の数だけ用意するのが建前であると言われ

た。この件は 54年を迎えた今日でも悩ましく、

いまだに解決できないでいる。 

初年度の善通寺 RC の例会：ガバナー特別

代表は、一年間は新クラブを指導することに

なっている。月に 1～2回訪問され、アメリカ

のロータリーの歴史的なお話をされた。 

ロータリークラブ発祥の地：現在のシカゴ

市は USA イリノイ州の北東部にミシガン湖

にある大都市で人口 286 万、交通の要衝、ト

ウモロコシ、コムギなど農産物の大集散地、

金融の中心地である。また労働組合運動も盛

んな地である。1890年頃のシカゴはヨーロッ

パからやってきた移民の中継として発展して

大都市となっていた。初めはイギリス人が入

植、後から北欧のノルウェー人、スウェーデ

ン人、フィンランド人、ドイツ人、ポーラン

ド人、ロシア人など多様であった。 

1871年大火で荒廃し、その後復興したが犯

罪も多く悪徳商売も多い時代であった。1896

年ポール・ハリスは弁護士としてシカゴに居

を移した。初めは依頼人がなく裁判所に通い、

夜遅くまで訴訟記録や判例を読む日々が続い

た。それでも徐々に依頼が来るようになり 2

年ほどたった頃、安定した生活を送れるよう

になった。街で数百人と擦れ違っても、その

中にだれひとり顔見知りはいない、この街の

冷たさと寂しさを感じ、孤独感に悩まされた。

1990年の夏シカゴの先輩の招待を受け、ある

会合に出席した。それはその弁護士と依頼人

たちとの会合である。弁護人と依頼人との間

には強い信頼関係があり、彼らは楽しげに会

話し、心の渇きを癒すのに十分な時間を共有

していた。ポール・ハリスはこれだ、私が求

めていたのものだと気付いた。実業家たちは

自由競争のなかで生きている、互いに警戒心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を持っている、実業家もきっと孤独に悩んでいる

かもしれない。新しく会を造るなら人びとから信

頼と尊敬をもって迎えられるような今までにない

職業人のグループ活動でなければならない。5 年

間思索しつづけてきた。 

新クラブの構想の提案：1905 年 2 月 23 日に、

シカゴのディアボーン街のユニティビルの 711 号

室にあったポールの友人ガスターバス・ローア（鉱

山技師）の事務所で、ほかの 2 名の友人シルベス

ター・シール（石炭商）とハイラム・ショーレイ

（洋反物商）に打ち明けた。これらの親友たちを

前に、熱心にクラブが必要であると説明し、この

クラブには実業家ばかりでなく法律家・医師・宗

教家・報道人といった専門職業にたずさわるもの

も一堂に会すると言った。 

「もしわれわれが定期的に集まることができた

なら心からの友になれるのに」と繰り返し述べた

と言われている。会員は一業種一人とすることと

決まり、会員相互の職業を相互に理解し合うため

に例会場を、各会員の職場を順番に持ち回りしな

がら輪番で開催する。会員の職業上の相互扶助を

目的とする親睦団体の構想がまとまった。 

3 月 9 日に第 2 回の会合はポール・ハリスの事

務所で、このとき 2 名の入会者がいた。一人は印

刷業のハリー・ラグルス、もう一人は不動産業の

ウイリアム・ジェンスンであった。会員の勧誘も

進んだ。 

シカゴロータリークラブ：1905年（明治 38年）

3月 23日はシルベスタ・シールの石炭置場で会合

が開かれた。ポール・ハリスは「同業者なしに一

業種一会員制をもって構成するわれら職業人社交

団体は、今日の良き日、良き場所において創立に

至った」と宣言した。これを記念する意味もあり

シルベスタ・シールを初代会長に推薦した。 

役員の任命：記録担当幹事にハイラム・ショー

レ、通信幹事にウイリアム・ジェンスン、会計は

ハリー・ラグルス、最後にロータリークラブと名

称が決まった。定款の作成ができて正式にシカゴ

ロータリークラブの発足である。その綱領には  

第 1条「会員の業務上の利益を振興すること 

第 2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」 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 
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不文律としてクラブ内の政治上、宗教上の論争の禁

止がある。お互いはファーストネームで話合う。時間

の厳守。さらに親戚間の取り引きのように「原価の取

引」が義務付けられた。会長の任期は任期 1 年であ

る。例会は 2 週間ごとに開かれる。第 2 代会長はア

ルバート･ホワイトで、ある日弁理士のドナルド･カー

ターを会員にするため勧誘に行くとそんな利己主義

の会には入らないときっぱり断られた。ショックを受け

た彼はポール・ハリスにそれを報告するとポールは

考えた。「一業種一会員制は、今のロータリーの親

睦を維持するためにこれを捨てるわけにはいかない、

われわれが得たある種のものを世の人のために還

元するべきだ」との考えを定款に加えた。その後ドナ

ルド・カーターは入会している。 

例会前の昼食：ある会員が例会に遅刻した、彼は

早朝から仕事をしていて昼食の時間が遅くなったた

めと言い訳をした。忙しい実業家は時間が大切であ

る。人数が増えているし、そこで例会場を食事のでき

る場所に移し、例会前に昼食を摂れば親睦にも良

いだろうとして決まった。 

例会前の合唱：退会する人もぼつぼつ増えてきて

初代の親睦活動委員長のドクター・ネフは危機感を

抱き、ロータリー本来の親睦を取り戻すには童心に

帰るのが必要だと考え、歌をうたうことはどうかとハリ

ー・ラグルスに相談を持ち掛けた。彼は受け入れ、

彼のリードで歌をうたうことが例会で習慣になった。

現在も受け継がれている。 

 ロータリーにおけるサービス：1908 年が本屋の資

格でフレデリック・アーサー・シェルドンが入会した。

実は彼はミシガン大学で経営学を専攻し、またビジ

ネススクールをトップの成績で卒業した優秀な人物

でした。商取引は売り手・買い手の双方に満足なくし

て成り立つものでない「長期的に商売を成立させる

ためにはまた長期的に安定した利潤をあげることは、

この信頼関係と表裏一体の関係にある」と説いて回

った。彼はそうした信頼関係が、相手の身になって

考える「サービス」と一致するものと考えた。その考え

方を実業家であるロータリアンの心に訴えるのに、ど

う表現すれば良いか考え続けた。 

それが「He profits most who serves best．」こ

の言葉が、1911年第 2回全米ロータリークラブ連合

会のポートランド大会で承認された。その際会場は

一瞬水を打ったように静まり、次の瞬間、万雷の拍

手が起こった。と伝えられる。また 1909 年ミネソタ・

RCの初代会長が称えた「Service Above Self」とと

もにロータリーの 2大標語になっている。 

以後「サービス」という言葉がロータリーに受け入

れられ、会務奉仕、職業奉仕、社会奉仕、および国

際奉仕の 4大奉仕部門が成立した。 

 

 

 

 

 

第 3 代会長にポール・ハリスが名乗りを上げた。

周囲はその意図を計りかねた。彼は他の都市に

もロータリークラブを創立させたいと考えていたの

である。人を派遣し、1908 年太平洋側の都市オ

ークランドと隣のサンフランシスコにRCの創立に

成功した。以後大西洋側へと多くの都市に創立

が相次いだ。1910 年にはカナダの国境の街ウィ

ニベﾞク・RCが外国の初めてのクラブである。 

ロータリーの目的と四つのテストは毎号ロータリ

ーの友表紙裏に印刷されているので省略する。 

ロータリークラブは理論派と実践派との葛藤を

繰り返しながらもその都度調停者が現れて、妥協

と友愛と寛容の心をもって解決しつつ全世界で

奉仕活動が 116年間も続けられてきた。 

日本では東京ロータリークラブが 1921 年（大

正10年）4月1日付の認証状を受取り発足した。

戦時中脱退したが、1949 年（昭和 24 年）3 月、

旧登録番号 855で再登録された。脱退期間前後

を含め通算すると 100年となる。本日例会日にあ

たる 8月 4日、善通寺ロータリークラブの 54年目

の創立記念日を、皆様とともに祝福したいと思い

ます。 
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