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◇歌唱「我等の生業」      ◇会長挨拶      
◇幹事報告          ◇委員会報告 ＧＳＥ  
◇卓話：「ロータリーの変遷についての考え方」 杉本行廣君 

RI 2780      茅ヶ崎ロータリークラブ週報  

                      

第 52 代会長 小林 亨 
第 52 代幹事 出口敬純 
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2011 年 10 月 13 日（木） 第２５０4 回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 13 
 

＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

２０１１～２０１２年度 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊第２７８０地区「輝く女性の集い」の案内 

 ・１１/２２(火) １５：３０～１８：００ ・鎌倉パークホテ

ル ・会費：2,000 円 

 ・外部向け案内「ロータリークラブを通して世界に貢献

する女性たち」 

＊２０１０－２０１１年度青少年交換学生 帰国報告書 

＊第４２回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）

の案内 ・11/8 (火) ・9:30 集合・・・湘南ローンテニスク

ラブ ・16:00 パーティ・・・ＭＯＫＩＣＨＩ ・参加料･･･ロ

ータリアン：7,000 円 家族・ゲスト：4,000 円 ・締切：

10/29(土) 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（綾瀬ＲＣ）より ６Ｒ

Ｃ親睦ゴルフ大会実施要項・競技規則・申込書 

 ・11/7(月) ・スタート ８時４分（アウト・イン） ・小田急

藤沢ゴルフクラブ ・参加登録料 １名：5,000 円 ・プレ

ー代：18,950 円 ・申込締切日：10/20(木) 

◇相模原ＲＣより 創立５０周年記念式典参会礼状 

◇相模原グリーンＲＣより  事務所移転の通知 

 ・新事務所［10/6 より］〒252-0237 相模原市中央区

中央３-７-９リトルウッズ中央１階 

 ・ＴＥＬ／ＦＡＸ  ０４２-７１４－１１１１ 

◇川上音二郎・川上貞奴を顕彰する会より 

＊茅ヶ崎市ゆかりの文化人である川上音二郎・貞奴の業

績をたたえる記念事業について 

＊川上音二郎没後１００年 

・川上貞奴生誕１４０年記念事業 講談「マダム貞奴」、 

トークライブ「音二郎･貞奴を語る」開催の通知（ご招待） 

※詳細は別紙をご覧下さい。 

＊「川上音二郎没後１００年・川上貞奴生誕１４０年記念 

川上音二郎・貞奴展」図録 

◇ガバナー月信 №４ ◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆寒 川  １０/２４(月) １８：３０ ⇒ １２：３０点鐘 （例会

後、コーワテック工業(㈱訪問） 

◎会報着  
茅ヶ崎湘南 
◎委員会報告 

ＧＳＥ［田中会員］：３／１２より 
ブラジルのＧＳＥチームが来日す 
るので、６名ひと組で１泊以上の 
ホームステイ受け入れをお願いで 
きないでしょうか。ホテル宿泊という手もないわけで

はありませんが、それは最終手段ということで、ロー

タリアンの中からお願いできれば幸いです。 



 ◎出席報告  下里洋一会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
１０／１３ ２５０４ ３３ ３０ ２４ １ ５ ８３．３３％  

９／２９ ２５０２ ３４ ２６＋１ ２２ ２＋０ ５ ８１．４８％ ８１．４８％ 

 

◎スマイル報告 佐々木博会員 

小林亨君＆出口敬純君 杉本先生、本日はよろしくお

願い申し上げます。１５日・１６日の地区大会、全員

のご出席よろしくお願い致します。 
平井 茂君 久し振りの出席、あまり出ないでいると

おっくうになります。杉本さん、卓話楽しみです。 
斉藤信夫君 先日の文化会館レストラン開店の際に、

スタンド花ありがとうございました。本日は帰りにお

返しの品を渡します。 
伊藤留治君 杉本さん、本日の卓話、ジックリとロー

タリーの勉強をさせて戴きます。 
田中賢三君 杉本さん、卓話楽しみです。 
古性武志君 杉本先生、卓話楽しみにしております。 
横山宏実君 杉本先生、卓話宜しくお願いします。 
山本幸一君 杉本さん、卓話よろしくお願いします。

クリスマス家族会、そろそろ準備に入りたいと思いま

す。皆様にお願いすることも多いと思いますが、よろ

しくお願いします。 
山口利通君 杉本さん、卓話期待しております。ロー

タリーの本流をお聞かせ下さい。 
和田幸男君 杉本さん、卓話ご苦労様です。 
杉本行廣君 久しぶりに卓話の順番が廻って来まし

た。最近ロータリー情報が少ないようですので、ロー

タリー昔話を聞いて下さい。 
岡本辰男君 杉本様、卓話楽しみです。人生が豊かに

なります。 
粂 仁夫君 杉本行廣さん、卓話楽しみです。 
河本啓伸君 杉本先生、卓話を楽しみにしています。 
加茂正司君 杉本さん、卓話楽しみにしています。 
佐々木博君 山口さん、2010 年度グランドチャンピオ

ンおめでとうございます。杉本さん、卓話よろしくお

願い致します。 
［本日 17 件、24,000 円です］ 

【卓話概要】 
 本日お話する内容は『ロータリー情報マニュアル』と

『新会員のためのロータリーの歴史』という２冊の本か

らのものです。本を読み返してみると、アメリカの歴代

大統領はほとんどロータリアンですね。あと驚いたのは、

ダグラス・マッカーサー元帥は東京ＲＣの会員だったん

ですね。これは私も知りませんでした。 
私が入会した頃は炉辺会合であるとかで、ロータリー

の歴史や考え方について学ぶ機会がよくあったのです

が、近頃は減ってきているので、最近入れられた方はロ

ータリーがどうやって出来たのかといったことを知らな

いこともあるかもしれませんので、老婆心ながら情報の

話をさせて頂こうと思います。 
【ロータリークラブの創立】 
1905 年 2 月 23 日、アメリカイリノイ州シカゴ、ディア

ボーン街ユニディビル 711 号室（鉱山技師カスヴァス・

ローアの事務所）にて弁護士のポール・パーシー・ハリ

ス、石炭商のシルヴェスター・シール、鉱山技師のカス

ヴァス・ローア、洋反物商のハイラム・シューレイの４

名により第１回の会合が持たれた。例会場を輪番制とし

たことから“ロータリークラブ”と命名されたが、昼食

のことで問題が起こったため、第７回の会合からはホテ

ルで食事をしながら、というスタイルとなった。これに

より、例会場の輪番はなくなり、例会では食事をともに

する、という慣習は以降ずっと継続されることとなる。 
【草創期につくられた一般的な慣習】 
①例会で歌を合唱する慣例：ハリー・ラグルスの提案で

クラブの雰囲気がまずくなった時に歌を歌って和やかに

なったとのこと。 
②１業種１会員制：同業者がいると、仲間に悩みを打ち

明けづらいといったことになるため、この方式を採った。 
③会務に関する互譲の精神：同じ職務に長らく就いてい

ると弊害も出てくるので、任期を１年と区切った。 
④卓話の慣例：毎例会、職業上の情報交換という重要な

役割があった。尚、「卓話」はロータリー用語であり、一

般的な辞書などには載っていない。 
⑤出席義務：４回連続で欠席すると会員資格を失う。但

し、これは会員数が増え、クラブ数が増えるとともに緩

和の方向となっている。 
⑥会合の時間厳守：ロータリアンは皆忙しい身。時間を

きちんと守ることで社会的に高い信頼も得られる。 
⑦スマイルボックス：1905 年の第３回会合で欠席者には

50 セントの罰金が科せられることとなった。その罰金を

入れる箱がスマイルボックスの起源。そういう経緯から

日本でも当初は罰金箱を英語化した fine box という呼び

名であったが、1936 年大阪ＲＣが「仏頂面でお金を入れ

るのは面白くない」ということから“ニコニコボックス”

に改められた。 
 
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です 

杉本行廣会員「ロータリーの

変遷についての考え方」 

＝卓話者プロフィール＝ 
すぎもとゆきひろ  
1967 年 5 月 25 日生まれ 
（株）タウンズ代表取締役 
1972 年入会  1978-79 年度幹事 
1987-88 年度会長 


