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ポリオ報告

ニコニコ報告

クラブ協議会

ロータリー情報
ロータリー情報委員会
+市川英敏会長

委員会報告

百瀬ガバナー補佐により
公式訪問リハーサル

1. ガバナー公式訪問
日時：7/30(木)　10:00会長・幹事・エレクト・クラブ奉仕、
ＳＡＡ集合　11:00全員集合　12:30点鐘　16:30終了予
定　メセナ２Ｆ会議室１＋２他
2. ガバナーからのメッセージ
3. 奉仕プロジェクトセミナー　8/1(土)　越谷市サンシティ
ホール　登録12:30　点鐘13:00　閉会17:30　市川会長
高橋会員　雨甲斐会員、増田会員、小柳会員
4. 管理運営部門セミナー　8/9(日)　川口市民ホール(フ
レンディア)　登録 13:15　点鐘14:00　閉会17:30　市川
会長　石塚会員
5. ロータリーリーダシップ研究会(RLI)パートⅠのご案内
9/12日(土)　受付9:30　開会10:00　終了16:30　市民会
館おおみや
6. 地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案
内　10/1(月)　雨天決行　各クラブ4名　プレステージカ
ントリークラブ　クラブ負担10,000円　個人登録料1名
5,000円　プレー費(グリーンフィ・食事代・キャディフィ・
諸経費込) 約14,000円
7. 会費の早期納入をお願い致します
8. 本日例会後に役員理事会

委員会報告

　
親睦活動委員会
新入会員歓迎会のお知らせ
日程、場所、費用は未定

今年度はロータリー情報委員会にお願い
し、皆さんでロータリーを学んで頂きます。
よって、会長挨拶は極力無くします。皆様の
ご協力お願い致します。

幹事報告　　木村真一郎 幹事

No,3    2015年7月16日 (木)　 第 164 回例会

お客様紹介

幹事報告

会長挨拶　　市川英敏 会長本日の例会

食事　18:30～18:50

点鐘　19：00 市川　英敏　会長

ロータリーソング

市川　英敏　会長
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井原實ガバナー公式訪問例会

会員　集合

フェリーチェ３階

クラブ協議会　委員長活動方針発表

木村 真一郎 幹事

委員会タイム
各委員会会議（炉辺会議、
ファイアー・ミーティング）

7月例会プログラム

7月30日（木）　　八潮メセナ　2階会議室他

10:00
会長・幹事・エレクト
管理運営・ＳＡＡ　集合

出席報告 出  席  委 員 会

点鐘　20:00 市川　英敏　会長
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幹事 木村 真一郎   会計 平良 嘉浩   SAA 金杉 光左生
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4人のロータリー先駆者たち

ロータリー最初のロータリアン：左より、ガスターバス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・ショーレー、ポー
ル・ハリス　　　　写真提供 写真提供：Rotary International.

1905年2月23日、ポール P. ハリス、ガスターバス・ローア、シルベスター・シール、ハイラ
ム E. ショーレーの4人が、ローアの事務所でロータリー初のクラブ例会を開きました。「仲間のあいだで友情
を深めたい」というハリスの願いの下に集まったこれら4人の会合は、今日、親睦と奉仕を中心とした国際的組織へ
と発展しました。今回の「歴史に残る1ページ」では、これら4人のロータリー先駆者と、「第5のロータリアン」と呼ば
れるハリー L. ラグルスについてご紹介します。

ロータリーの創始者、 ポール・ハリス は、1868年4月19日、米国ウィスコンシン州で生まれました。バーモント州に
住む父方の祖父母に育てられ、バーモント大学プリンストン校およびアイオワ大学で学問を修めました。1910年か
ら1912年にかけてロータリー会長を務め、1947年1月27日に他界するまで、シカゴ・ロータリー・クラブの会員でし
た。ロータリー創始者についての詳細は、 ポール・八リスの生涯 をお読みください。

鉱山技師であった ガスターバス・ローア は、1864年10月18日、イリノイ州カーリンビルで生まれました。ロータリア
ンだった期間はわずか数年で、クラブでも国際レベルでも役職に就くことはありませんでしたが、当時、彼の事務
所であったシカゴ中心部のユニティ・ビル711号室で、ロータリー初の例会が行われました。ローアは1918年5月23
日、シカゴにて他界しました。

ロータリアンとして数年間活躍した ハイラム E. ショーレー は、1862年6月にメイン州で生まれました。クラブの初
年度には、書記係を担当しました。ショーレーは、1944年3月に亡くなりました。

石炭商であった シルベスター・シール は、1870年、インディアナ州テレホートで生まれました。1905年にシカゴ・
クラブの会長を、また1945年に国際ロータリー3代目となる財務長を務めたシールは、テレホート・ビジネス・カレッ
ジで学び、米西戦争時には米国陸軍に勤めました。また、1902年から1939年にかけては、シール石炭商社の会
長として活躍しました。ハリスと同じくシカゴ南部のサウスサイドに住み、ハリスの生涯の友となったシールは、1945
年12月17日にその生涯を終え、マウント・ホープ墓地の、のちにハリスが眠ることとなる墓の近くに埋葬されまし
た。

ミシガン州出身の ハリー・ラグルス は、イリノイ州エバンストンにあるノースウェスタン大学を卒業し、第2回目の例
会からロータリーに加わりました。ロータリーで歌を歌うという習慣を最初に始めたラグルスは、会員初年度にシカ
ゴ・クラブの会計を務め、1908-1910年度にはクラブ会長、1912-13年度にはロータリー理事を歴任しました。彼の
印刷会社であるH.L. Ruggles & Co.によって、最初の「The National Rotarian（ザ・ナショナル・ロータリアン）」誌と
ロータリー歌集が出版されました。地元シカゴ・ロータリー・クラブに加え、7クラブの名誉会員であったラグルスは、
1959年10月26日、その生涯に幕を下ろしました。
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ロータリアンの 3 大義務
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロータリークラブに入会すると、まず、先輩会員から、ロータリーについての基本的な話を聞くことになると
思います。皆さまはどのような話を聞かれましたか？　「例会はとても大切ですから、休まないように」などと
いう話を聞かれた方もおありでしょう。

ロータリーは、「まず例会出席から」と言われています。標準ロータリークラブ定款第 9 条に、出席に関
して書かれていますが、その第 1 節には、「各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。（後略）」
とありますが、このように、例会への出席は、ロータリークラブの会員の義務の一つになっています。
例会は基本的に週 1 回開催されます。Ｅクラブの会員は定められた曜日・時間から 1 週間の間にクラブ
のホームページにアクセスすることで、出席することができます。やむを得ない事情により欠席した場合
は、その例会の前後 14 日以内に、ほかのロータリークラブの例会やそのほかロータリークラブ定款に定
められている、他の会合に出席すること（Ｅクラブの例会にアクセスすることも含む）によって、欠席をメーク
アップ（補塡）することができます。
年度の半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が 50％に達していない場合、所属クラブ
の例会総数のうち少なくとも 30％に出席していない場合、クラブ理事会が正当かつ十分な理由があると
認めなければ、会員身分が終結することがあります。ちょっと難しい言い方ですが、要は、ロータリアンで
はなくなるということです。

さて、皆さまは、所属クラブに会費を納めていらっしゃると思いますが、会費の納入もロータリアンの義
務です。しかし、会費の金額、その内訳は、クラブによって異なります。
所定の期限後 30 日以内に会費を納入しない会員に対しては、クラブ幹事が書面で催告をして、その後
10 日以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量で会員身分を終結しても差し支えないことになって
います。
会員が納めた会費の使途はクラブによって異なりますが、ほとんどのクラブでは、この中に国際ロータリー
（ＲＩ）の人頭分担金という、ロータリアンがＲＩに収めなければならないお金も含まれています。クラブがＲＩ
に人頭分担金を納めなかった場合は、一定の手続きを経て、クラブが消滅してしまうことになります。

3 つ目が、雑誌の購読です。ＲＩの機関誌は、ＲＩ世界本部で発行している『The Rotarian』です。この
ほかに世界各地で、30 のロータリー地域雑誌が発行されています。これらロータリー関係の雑誌を合わせ
て「Rotary World Magazine Press」と呼びます。皆さまのお手元に毎月届いている『ロータリーの友』も、
ロータリー地域雑誌に指定されていますから、日本のロータリアンの皆さまは、この『ロータリーの友』か
『The Rotarian』を購読すれば、その義務を果たすことになります。
しかし、「購読」ですから、単に代金を支払って「買う」ということではなく、その雑誌を「読む」必要がありま
す。
『ロータリーの友』は、1953（昭和 28）年 1 月に創刊、1980（昭和 55）年 7 月号から、ＲＩの公式地域雑誌
（現ロータリー地域雑誌）に指定されました。近年では、各地域雑誌がウェブサイトを開設していますが、
『ロータリーの友』でも『Rotary Japan』www.rotary.or.jpを開設し、ロータリーの内外に向けて情報を発信し
ています。　                                                                                  　　　　　　以上のように、「例
会の出席」「会費の納入」「雑誌の購読」が、ロータリアンの 3 大義務と言われるものです。皆さまは、きち
んと義務を果たしていらっしゃいますか。　　　　　　　　 『友』編集長 二神　典子
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ニコニコ本日 ¥42,000 ポリオ累計 ¥2,074
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☆ 小池史郎会員
本日も宜しくお願い申し上げます。ここん所、太陽が顔を出してくれない日がつづいて
おります。今年度も皆様と例会に出る事を心がけます。
☆ 本多重康会員
市川年度２回目の例会、メッキが剥がれないよう、私も努力します。
☆ 大月正雄会員
本日も宜しく。大変忙しくて、続いてくる台風みたいです。
☆ 本間守会員
すみません。ちょっと遅刻しました。本日もよろしくお願いします。
☆ 平良嘉浩会員
市川会長、一年間ガンバって下さい。
☆ 金杉光左生会員
ロータリーの歴史を知る事が、ロータリーを理解する事にちながるのではないでしょうか。
会長の方針はとっても良い事です。
☆ 小林利雄会員
市川会長、木村幹事、いっしょにロータリーを学んで行きましょう！！
☆ 宮内弘好会員
本日も宜しく。
☆ 高橋洋一会員
本日もよろしくお願いします。
☆ 朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆ 市川英敏会長
第一例会、皆様本当にありがとうございました。これからもご協力、ご鞭撻、宜しくお願い
致します。
☆ 木村真一郎幹事
出来ないことばかりで、皆さんにはご迷惑をかけると思いますが、会長のクラブテーマに

あるようにロータリーを学びながら１年間頑張りますので、宜しくお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２０１５－２０１６年度　クラブテーマ

『 ロータリーを学ぼう 』

¥18,000

メークアップ
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メーキャップ会員数
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