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ロータリー草創の頃の人達
ロータリー創設の頃の状況と人物像について触れてみ
る。
1905年2月23日の午後遅くポール･ハリス(ここでは仮に
会員No.1とする)と石炭商のシルベスター･シール（会員
No.2とする）はレストランで夕食を共にして親睦とビジ
ネスを推進する為のクラブ構想について話し合い、その
足で二人の共通の顧客であり親しい知人でもある鉱業エ
ンジニアのガスターバス・ローア（会員No.3）の事務所を
訪ねた。Ｇ．ローア（会員No.3）には２〜３日前に同趣旨の
話をしてあり、賛同したＧ.ローアは自分の事務所で発足
会をする提案をして、友人の仕立屋ハイラム・ショーレー
（会員No.4）も招いて待ち受けていた。その事務所はディ
アボーン・ストリート127番地のユニティ・ビル7階の711
号室であった。この席でクラブの基本理念を「相互協力と
親睦」と云う事にし、各職業・業種毎に1人だけの会員を選
ぶ事とするが、その際推薦者となる現会員がその人柄の
誠実さを保障できる人物のみを推薦する事とした。その
翌日Ｐ.ハリスは若い印刷業のハリー･ラグルス
（会員No.5）
を訪問して５人目の会員とした。
2回目の会合はＰ.ハリスの事務所で開かれ最初の４人と
H.ラグルス(会員No.5)に加えて不動産業のビル・ジェン
セン(会員No.6)、
オルガン製造業のアル・ホワイト
（会員No.7）
が加わって７人であった。
３回目はＳ．シール（会員No.2）の事務所で３月２３日（最
初の会合から丁度１ヶ月目）に開かれたが、この時には趣
旨に賛同した参加者が１５名になっていた。この席で決
められた事の中には、伝統や習慣として今日まで伝わっ
ている事が数多くある。その２〜３を挙げておく。会の名
称が ｢ロータリー･クラブ｣と決まり、クラブ会費は徴収せ
ず欠席等の悪行をした会員から50セントの罰金を徴収し
てそれで会の運営費を賄う。新会員候補が在っても既存
会員が1人でも反対すれば入会させない。親睦を推進する
目的で会員は互いにフアースト・ネームで呼び合う。きわ
どい冗談や宗教･政治の話も罰金の対象にする。等々で、
ここで初めて理事会が設置され理事が選任された。そし
て初代会長にはＳ．シール（会員No.2）がなった。
初期会員のその後の足跡を追うと、
Ｈ.ショーレー
（会員No4）
はその後３回ほど出席したが止むを得ざる事情で辞めた。
然しその後もクラブのことを懐かしみ,初期の会員であっ
たことを誇りにしていたという。Ｇ．ローア（会員No3）は
深刻な不景気の影響でその仕事に手ひどい痛手を受け遂
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中央奥の碑がロータリー銘盤。
手前左がポール・ハリス、
右がシルベスター・シールの墓(銘盤)です。

に退会の止む無きに至り、
更に数年後には病没した。Ｓ．
シー
ル（会員No2）はクラブ発足時からＰ．ハリス（会員No.1）の
顧客であり且最も親しい知人としてＰ．ハリスのクラブ
創設案の最初からの相談相手となりその後もＰ．ハリス
と行動を共にした。Ｐ．
ハリス自身の言葉を借りると、
「Ｓ．
シールは私と共に３８年間しばしば同行し世界各地を演
説して廻った。彼は実に私の多年の親友である」と。Ｐ．ハ
リスは1910年42歳で結婚し1912年家を建てそこを、ジー
ン夫人の故郷の地名にちなんでカムリーバンクと名づけ
終生その土地を愛して住んだ。そのＰ．
ハリスの家からＳ．
シールの家は極近く、槲（カシワ）の森の間の一条の道で
結ばれており、その間をＰ．ハリスとＳ.シールは家庭内
の休息着のままの姿で二十数年間互いに行き来した。両
者は真の親友であり続け、死後の今もシカゴ郊外のマウ
ント・ホープ墓地に並んで設けられた墓に並んで眠って
いる。５人目のH.ラグルス
（会員No.5）
は５５年間ロータリー
アンであり続け、Ｐ．ハリスが死亡した時には、存命して
いた唯一の創立会員であったという。Ｈ．ラグルスは寄付
に熱心であった事と例会で歌を唄い始めた人としてもロー
タリー史に足跡を残している。
この様にロータリー創設の極初期せいぜい数ヶ月以内の
頃に百年後の今日まで残る数々のロータリーの"やり方"
の原型が既に出現している事に驚かされる。その頃は奉
仕の理念の出現する以前であり、ロータリーのその後の
発展など夢にも予想されない時期でもあった。その時に
その後百年の歴史に耐えて今日まで残るクラブの原型が
見られると云う事は、当時の社会情勢を背景としながら
親睦を理念に掲げた如何に良い（時代の要請に応えた）ク
ラブが出来たかと云う事を示すものである事に思い到る
とき、ロータリーの唱える親睦の意味の深さを改めて感
ずるのである。

ガバナー
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ロータリー雑誌月間によせて
『ロータリーの友』を愛読し育てよう
ロータリーの友地区委員
寺前 英夫（加賀白山ＲＣ）
毎年４月は雑誌月間と定められている。
皆さん４月は特に
「ロータリーの友」
を念入
りに読んでいただき、
投稿もしていただき、
また、
内容の向上と皆様
「友」
誌の有効活用を考えていただき
たいと思います。
皆様既にご承知のように
「友」
は毎号約80頁のうち半分の横組
みにはRIからの指導を含む
「ロータリーの教科書」
的な記事が
多く、
他の半分は縦組みで各地区、
各RCの奉仕活動やその地理
的歴史的な特徴が盛り込まれています。
とりわけ始めの部分

にある
「SPEECH」
と
「風紋」
は興味深い記事が配されてあって楽
しい。
縦組みの
「友愛の広場」
も
「ロータリー・アット・ワーク」
も中々
面白い。
これらの記事は
「投稿」
から採択されたものです。
ところで、
横組みでの見所はなんと云っても
「地区のたより」
です。
その中の
「ガバナーわが地区自慢」
はぜひ読んで下さい。
皆さん、
私たちの地区の、
そしてクラブの
「自慢話」
を考えてみ
て下さい。
そして投稿につなげて下さい。
前年度の近藤ガバナーも現、
菊知ガバナーも
「地区自慢」
には
異口同音に
「越中では立山、
加賀では白山」
と吾が地区の山岳
の美を賞賛して居られます。
３月から４月にかけての冠雪期に眺める
「越の山々」
は正しく
天下の絶景ですね。

都市連合会
■３月５日
石川第二分区ＩＭ
本年度国際ロータリー第
2610地区石川第2分区都市連
合会
（ＩＭ）
が下出宏ガバナー
補佐のもと当山中ロータリー
クラブがホストクラブになり、
菊知ガバナー、
仲谷パストガバナーを始め、
地区役員の方々そし

て地区会員275名の出席者を迎え、
無事会が終わりまして会員皆様
の友情に対し厚く御礼申し上げます。
本年は基調講演を重点に置き講師に鈴木健二先生をお迎えし
「日本
人と奉仕」
をテーマとしてお話をしてもらいました。
ロータリアンとして最も重要な教育と社会奉仕の話であり、
大いに
勉強になった事と思います。
これからも
「超我の奉仕」
で各々が行動
を行われたらと思います。
実行委員長 谷口 長四郎

■３月11日
富山第二分区ＩＭ

富山第二分区ＩＭが3月11日(土)中田昌作ガバナー補佐のもと
富山市八尾コミュニティセンターにて開催されました。
当日は啓蟄も過ぎ、
桃の花開く季節を迎え、
雲ひとつない晴天
に恵まれ、暖かな陽射しのもと、早朝より会員数の100％に迫る
500名近くの皆様に登録をいただき、
250名を上回る出席者となり、
晴天、
無事故と三拍子揃った大盛会の集いとさせていただくこと
ができました。
私たち越中八尾ＲＣは、
創立より38周年を数えますが、
29名の少
人数で10年ぶりのホスト役をお受けすることになり、
緊張の中で
のスタートとなりました。
３ヵ月前より中田ガバナー補佐のご指
導の下、
実行委員会を立ち上げ、
家族共々、
一丸となって団結をモッ
トーに取組ませていただきました。
"おわらのまちから超我の奉仕"のスローガンを掲げ、
ベテラン
ロータリアンによるクラブフォーラム、
国際性豊な経営者として

■３月12日
富山第一分区ＩＭ
2005〜2006年度国際ロータ
リー第2610地区富山第一分区
IMが、
2006年3月12日に宇奈月
ロータリークラブのホストク
ラブとして宇奈月国際会館セ
レネにて
（クラブ登録135名、
特別出席者6名）
開催いたしました。
岡田ガバナー補佐が開会挨拶を行い、
菊知ガバナーが挨拶をさ
れました。
続いて、
近藤俊行直前ガバナーの序言を頂き、
本題の８
クラブの活動報告を発表しました。
各クラブの発表は
「ロータリー
クラブ活動について」
「環境保全問題」
「ロータリー愛」
「例会につ
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企業の業績をリードされてきたロータリアンの中尾哲雄様の講演、
さらに、
おわらの里八尾が誇る越中八尾おわら踊りの鑑賞と充実し
た内容の大会となりました。
皆様ご協力ありがとうございました。
実行委員長 武道 睦彦

いて」
等、
色々の発表があり、
大変勉強になり、
各クラブが真剣なま
なざしで発表を聞き入っていました。
また、
特別講演として、
YKK株式会社代表取締役会長兼社長吉田忠
裕様に
「西暦2130年への夢」
〜自然と暮らし豊かさと競争力を持て
るか？〜の内容にて講演をいただきました。
講演は地域の方々にも
聞いてもらうため、
入場無料とし、
ロータリー活動を知ってもらう
きっかけになればと企画いたしました。
約350名の方が会場に来ら
れ、
一般聴講者からも高い評価をいただき盛況に講演も終わりまし
た。
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実行委員長 朝倉 隆俊
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インターアクト海外研修
２５名のインターアクト

シドニーに向けて出発

３月22日（水）金沢駅西口から貸し切りバスで
中部空港へ向けて出発しました。
出発にあたり結団式を折橋委員長のもと、菊知
ガバナーから激励の言葉をいただき行われまし
た。生徒２５名・引率教諭５名・ロータリアン２
名計32名は６泊７日の日程で研修が行われます。
シドニー到着後、ケントハーストのロータリー
クラブホスト宅でホームステイし学校訪問・授
業にも参加することになっています。
28日（火）帰国します。

Ｐ・Ｈ・Ｆ 米山功労者ご紹介

４月行事予定
４月２日(日)：石川第４分区ＩＭ（ホスト：門前ＲＣ）
４月８日(土)：第４回次期ガバナー補佐研修会
４月８日(土)：第３回次期チームリーダー研修セミナー
４月８日(土)：インターアクト海外研修事後研修
４月19日(水)：富山中ＲＣ創立30周年記念例会
４月22日(土)：第３回ガバナー会会議
４月23日(日)：地区協議会（ホスト：高岡西ＲＣ）
４月28日(金)〜５月１日
（月）
：韓国第3710地区 地区大会

■クラブ寄付
高岡ＲＣ

平成18年2月２８日（4,000＄）

■ポール・ハリス・フェロー
平﨑
毛利
高橋
石部

暉夫君
一朗君
岩満君
千恵君

三井亜矢子君

平成18年2月20日（魚津ＲＣ）
平成18年2月24日（富山ＲＣ）
平成18年2月24日（小矢部中ＲＣ）
平成18年2月16日（小松ＲＣ）
平成18年2月10日（元Ｒ財団親善奨学生）

■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
中村
藤縄
安田

智雄君
雄君
泰博君

平成18年2月9日
（上市ＲＣ）

１回目

平成18年2月9日
（上市ＲＣ）

１回目

平成18年2月28日（新湊ＲＣ）

３回目

敬弔・新会員・退会者ご紹介

■ベネファクター

■ご冥福をお祈り致します

■米山功労者

松浦

正君（49）

平成18年2月22日逝去（高岡北ＲＣ）
㈱タカオカ店装
代表取締役

・今年度

■新しい会員の方々
小柳 英之君 平成18年２月１日（黒部中央ＲＣ）
大澤 孝嗣君 平成18年２月15日（富山中ＲＣ）
中村 幹男君 平成18年２月６日（新湊中央ＲＣ）
堀
昌章君 平成18年２月１日（高岡西ＲＣ）
今城 清一君 平成18年２月１日（河北ＲＣ）
井
智君 平成18年２月１日（河北ＲＣ）
青山 幸司君 平成18年２月20日（金沢香林坊ＲＣ）
國井 宏造君 平成18年２月27日（金沢香林坊ＲＣ）
滝川 真人君 平成18年２月２日（金沢北ＲＣ）
水島栄美子君 平成18年２月21日（金沢みなとＲＣ）
武腰 一憲君 平成18年２月３日（能美ＲＣ）
平
謙一君 平成18年２月１日（石川鹿島ＲＣ）

会場監督

高本

昭二君

宇於崎 徹君
的場 勇人君
水上 久博君
竹本 正信君
神野 正博君
赤 喜久造君

平成18年2月10日（金沢南ＲＣ）

平成18年2月7日
（高岡万葉ＲＣ）
平成18年2月17日（中島ＲＣ）
平成18年2月17日（中島ＲＣ）
平成18年2月27日（七尾ＲＣ）
平成18年2月27日（七尾ＲＣ）
平成18年2月27日（七尾ＲＣ）

■米山功労者
（マルチプル）
神島
山口

高志君
政支君

平成18年2月7日
（高岡万葉ＲＣ）

９回目

平成18年2月27日（七尾ＲＣ）

２回目

月信３月号 記事訂正
月信３月号の記載に誤りがありましたので、
下記の通り訂正しお詫び申し上げます。

■２Ｐ

・
「都市連合会 石川第三分区」２行目
小橋ガバナー補佐 → 宮田ガバナー補佐
・
「都市連合会 石川第一分区」16行目
以来が飛び交って → 依頼が飛び交って

■３Ｐ
新しい会員の方
（訂正前）
遊道 義則君
竹内
隆君

平成18年1月12日
（富山南ＲＣ）
平成18年1月11日
（富山西ＲＣ）

（訂正後）
遊道 義則君
竹内
隆君

平成18年1月12日
（富山西ＲＣ）
平成18年1月11日
（高岡西ＲＣ）

月信記事はホームページからの抜粋ですので詳細はホームページをご覧下さい。 ( 3 )
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2006年２月末日現在
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2610
2005‑2006年度ガバナー 菊 知 龍 雄

編集 後記
四月と聞いただけで、心が弾む思いだ。入学・入社・各種の
人事異動・何か社会全体がリニューアルされるように思う。
我がロータリーも次年度にむけてのPETSも開催され、着々
と準備がすすめられている。菊知年度も有終の美とはいか
ないが、スタッフ一同励ましあって頑張っている。
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ガバナー事務所
〒922‑0842
石川県加賀市熊坂町ニ55グランドハイパレス901号
TEL(０７６１)７２−１０００
FAX
（０７６１）７２−８０８７
URL http://www.rotary2610.jp
E‑mail:info2005@rotary2610.jp
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