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■会長の時間  会長：小原 岳史 

◇皆さん、こんにちは。例会出席お疲れ様です。 

今日は久しぶりにロータリーの話をさせていただきま

す。ロータリーの創設者であるポール・ハリスについて

改めてご紹介させていただきます。ポール・ハリスは

1868 年に生まれ 1947 年に亡くなりました。日本では

1868年が明治元年で 1947年は昭和 22 年ですので、日本

の歴史で言うと明治維新から第二次世界大戦の終戦後

までの間を生きた方になります。ポール・ハリスの生涯

ですが、幼少期から青年期は恵まれない時期で、破産と

一家離散を繰り返して、そういったことを３回経験して

います。青年期もすさんだものだったようで２回学校を

退学処分にされたり大学も経済的理由で退学していま

す。ただ、祖父母に愛情を注がれて育てられて、祖父母

が亡くなった後はその恩に報いるため猛勉強して弁護

士資格をとりました。大学卒業後ですが「5年間の愚行」

と言われるいますが、23歳から 27歳までの間に放浪の 

 

 

 

 

 

旅に出ていろいろな職業を体験しています。具体的に

は、新聞記者やビジネススクールの講師、舞台俳優、大

理石のセールスマン、農場や家畜係、缶詰工場などいろ 

いろな仕事体験しています。シカゴで弁護士事務所を

始めて、36 歳の時にシカゴ・ロータリークラブを設立

したが、初代会長ではありませんでした。38 歳の時に

シカゴ・ロータリークラブの会長に就任して 42歳で今

の国際ロータリーの前身である全米ロータリークラブ

連合会の初代会長に就任しました。この年に結婚をし

て、もともとポール・ハリスは自分が目立つことを嫌う

性格だったそうで、家庭を持ったことにより２年で会

長を辞任して、その後 15年間ロータリー活動の表舞台

に登場しなくなりました。ただしロータリーへの情熱

が無くなった訳ではなくて、57 歳の時にロータリーの

公式活動を再開して、世界各地のロータリークラブを

訪問して友愛の精神を広めることに尽力しました。

1935 年には日本にも公式訪問をされ、横浜や東京、京

都、大阪、神戸の各クラブを訪問しました。第二次世界

大戦の終戦の２年後の 78歳で亡くなりました。 

ポール・ハリスは多大な功績を残したわけですが、記念

碑は残されていません。これは、生前にポール・ハリス

が、「ロータリーの資金は自分のモニュメントを残すた

めではなく国際社会のために使って欲しい」と言って

いたからだそうです。会社とかの組織にとって、創設者

の思いが今の組織のあり方に繋がっていますので、創

設者の生きざまを知ることは大事なことだと思いま

す。ちょうど、ロータリーの友の昨年の７月号から「連

載コミック ポールハリスとロータリー」漫画が連載

されていますので、是非読んでください。 

を 

本日のプログラム  

第２５７０回５月１４(金)12：30～ 

ゲスト卓話 

講師：加藤 慎康 様 

 

 

 

 

 

次回のプログラム  

第２５７１回５月２３日(日)11：00～ 

植樹例会 

場所：リバーポートパーク美濃加茂 

 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録 

第２５６９回 ５月７(金)１２：３０～ 

 

 ◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：小原 岳史 

◇国歌・ロータリーソング・・君が代・“奉仕の理想” 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：小原 岳史 

◇ＣＡ・ロータリー財団委員会 

担当：酒向 信幸 君・佐々木 晃 君 

 

 

  

 

会員卓話：水谷美紀さん・大脇ちさとさん 
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♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

載コミック ポールハリスとロータリー」漫画が連載さ

れていますので、是非お読みいただければと思います。 

 

■米山奨学生趙彗仁さんのご挨拶・奨学金授与式 

◇21～22年度米山奨学生のご紹介・ご挨拶 

            ◇プロフィール             

            氏名：趙 彗仁さん 

出身：韓国釜山市 

所属：岐阜大学 学部課程 

専攻：地域政策専攻 

研究テーマ：分子生物学 

奨学期間・奨学金 

2021年 4月～2022年 3月迄 

毎月 10万円 

◇皆様こんにちは。私は米山奨学生の趙彗仁と申します。

私が初めて岐阜に来たときの印象は、私の地元と比べて 

田んぼが多く大きなビルがないということでした。岐阜

で過ごしていく中で四季を体感し、特に私の地元は雪が

降らないので感動しました。温かい地域の方々、友達に

恵まれ広い空がある岐阜のことを大好きになりました。

あと残り１年間岐阜で過ごすことになりますが、まだ見

たことがない岐阜のいろいろな景色、文化、人がいると

思います。いろんなことを経験していきたいと思ってい

ます。１年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

出席委員会        担当：藤川 敬太 

例会日 総員数 出席 補正 出席率 

本 日 ３５名 ２６名 ０名 ７４.２８％ 

先々 週 ３５名 ２３名 ０名 ６５.７３％ 

親睦活動委員会      担当：酒向 信幸 

◇４月度のご夫人お誕生日祝い 

                  

  

 

 
                  

 

 

３日 福井 保子 様   ９日 堀部みどり 様 

１７日 林  正枝 様  ２８日 酒向亜矢子 様       

ロータリー情報委員会   担当：西田 逸夫 

◇５月度ＩＤＭのご案内 

日  時：５月１４日(金)１７：３０～ 

場  所：リリアーヌ 可児市土田 

ホ ス ト：濱田 龍一君 ・ リーダー：勝川 生年君  

メンバー：福井 哲朗君  小原 岳史君 

 水谷 美紀さん 大脇ちさとさん 

ニコニコＢＯＸ委員会   担当：佐合 淑美 

小原 岳史君：ロータリー財団委員長様、クラブフォー

ラム宜しくお願いします。 

石田 公司君：趙さん、いらっしゃい。 

佐々木 晃君：卓話宜しく！ 

同 

文 

大矢 政敏君：新潟県の万代橋を訪ねて 1000㎞走りまし

た。いい橋でした。趙さんようこそ！ 

亀井 俊哉君：結婚記念祝御礼・お久し振りです。 

大野 博文君：本日の卓話、酒向信幸君、大変楽しみに

しています。 

島田 紳助君：ＣＡ・宜しくお願いします。 

    佐久間良直君・井尾 達之君・高井 文洋君 

    福井 寛悦君・藤吉 紀美君・堀野 義夫君  

山口正子さん・藤井 保明君・山田   彰君 

西田 逸夫君・酒向 信幸君・林  松美君 

福井 哲朗君・豊田   暁君・藤川 敬太君 

鈴木 玄二君・安藤摩里さん・水谷美紀さん 

💛夫人誕生日祝有難う：福井 哲朗君・林   松美君 

酒向 信幸君 

 

◎幹事報告・・・・・・・幹事：石田 公司 

☆他クラブの例会変更 

多治見リバーサイドＲＣ→５月１８日(火)親睦日帰旅行 

            ５月２５日(火)親睦夜間例会 

関ＲＣ→５月１１日(火)コロナウイルス感染防止・休会 

高山ＲＣ→コロナウイルス感染防止・例会中止 

☆５月度の定例理事会議題の報告 

１）植樹記念例会について 

２）看板設置について 

３）今後の例会開催方法について 

４）21～22年度米山奨学生について 

５）ガバナー補佐最終訪問例会について 

☆例会終了後クラブアッセンブリーを開催致します。 

 

 

 

■ＣＦ・Ｒ財団委員会・・・担当：佐々木 晃君 

◇来期のＲ財団・米山記念奨学 

部門の委員長を仰せつかって 

おります佐々木です。今年誕生 

日が来ますと８６歳になりま 

すが、こうして頑張っておりま 

す。本日は今期Ｒ財団酒向委員 

長から依頼されてお話させて 

頂きます。先般、地区協議会に 

て安藤さんの事務所をお借りしてリモート会議にて参加

させて頂きました。快適な事務所でお茶、お菓子を頂き大

変ありがとうございました。ＲＩ会長エレクトのシェカー

ル・メータ氏、次期の２６３０地区ガバナー浦田幸一氏の

お話を少しさせて頂きます。 

まずシェカール・メータ氏「もっと行動し、もっと成長す

る」ということを述べられました。 

基本的には会員増強に重点を置き維持するためには表か

ら入り裏から出ていかないように退会を予防することが

大事です、ということをメインで話されたと思います。 

次期の２６３０地区ガバナー浦田幸一氏は、先々週にも次

期会長からお話があったかと思いますが米山梅吉さん、こ

の方の話をされました。武士道から伝わる日本の考えと近

江商人の三方よしというお話ですね。 

委員会コーナー  

同

文 

 

 

💛おめでとう 

ございます！ 

 

本日の行事  

 



 みなさんご存知かと思いますが、「世間よし、売り手よ

し、買い手よし」というこの３つです。 

また、分科会については配布されたＤＶＤから少しお話

しますと、今年の財団の標語は「世界一良いことをしよ

う」財団の使命といたしましては健康状態を改善し教育

への援助の為、集団の救済、親善、平和を達成するとい

うものです。 

財団への寄付は「年次基金寄付」「恒久基金寄付」「使途

指定寄付」補助金は地区補助金、グローバル補助金、ロ

ータリー災害救援、ＶＴＴ(職業研修チーム派遣)、Ｒ財

団奨学金、学友会があります。 

内容についてはそれぞれの委員会等で確認して頂けれ

ばと思いますが、会長エレクトの話としては「会員を増

やしましょう、寄付をしましょう」ということで皆様に

は財団への寄付のご協力をお願いしたいと思っており

ます。以上です。ご清聴有難うございました。 

  

 

     

   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

 

さわやかな５月の季節となりました。 

黄色いバラの花言葉は「友情」です。 

美濃加茂ロータリークラブも友情の花束

で溢れています。  


