
： 例 会 日： 木曜日

： 午後 12:30開会

： 会.....場：ベルヴィ　アイトピア

第２２８９回 第 三 十 回 例会 （2013年 2月21日）

★ 点鐘 ★ 委員会報告

★ ロータリーソング斉唱...奉それでこそロータリー ★ 本日の卓話　　財団・米山委員会　山本憲作副委員長

★ 四つのテスト唱和 ★ 謝辞　　　　　　古沢勇治会長　

★ 会長の時間.....　　古沢勇治会長 ★ 出席奨励・スマイル委員会

★ 幹事報告... ... ....境野登章幹事 ★ 点鐘......　　 古沢勇治会長

★ 点 鐘

★ 会 長 の 時 間　 古沢勇治会長

　皆様、今日は！　本日は、第2289回例会に、このように沢山

のご出席を頂き、心より御礼申し上げます。前回の例会は、青

少年交換委員会担当でローテックス会長の南保さやかさんに

、海外留学の体験等のお話をして頂きました。また、ホストファ

ミリーの湯本会員の娘さんとルニーを、改めて皆様にご紹介で

きてよかったと思います。

　本日はこの後、世界理解月間に因み、財団・米山委員会山

本副委員長に『財団・米山について』卓話をして頂きます。お

楽しみして頂きたいと思います。本日の「会長の時間」ですが

、ロータリーについてこんなこと知ってますか？というお話を少

ししたいと思います。

　まず、「ロータリーの車輪の標識」のお話です。実はこの車輪

は、初期の頃からずっとロータリーのシンボル（象徴）になって

いました。その最初のデザインは、シカゴのロータリアンだった

モンターグ・ベアの手によるもので、簡単なワゴン車の車輪と、

それに舞い上がる埃と、運動を表わす数条の線をあしらった図

柄でした。そして1922年に至って、ロータリアン専用の標識は

、共通のデザインを採用すべきだという最終結論に達し、翌

1923年に、現在のギヤ付き車輪に、24個の歯車の歯と、6本

のスポークを付けたものが「国際ロータリー協会」によって採用

されました。これに対しエンジニヤの人達から、この歯車付き

の車輪は、機械的にはぐらぐらするので、ギヤの中心に「楔」を

追加し、現在私たちが使っているデザインになっているというこ

とです。ご存知だったでしょうか。

　次に、「例会で歌っているロータリー・ソング」のお話です

。1905年、シカゴロータリークラブの5人目の会員となったのが

、ハリー・ルグルスという人でした。ハリーは歌うことが大好きで

したが、ある例会で、椅子の上に飛びのり、皆に、一緒に歌うよ

う呼びかけたそうです。間もなく、例会で歌うことが習慣となり、

この習慣は米国の多くのクラブに波及しました。そして、今日

ではオーストラリア、日本、ナイジェリア、ニュージーランド、カ

ナダなど、様々な国のロータリーの例会行事になっています。

例会の初めに国歌を歌うクラブもあります。しかし、ヨーロッパ、

南米、アジアのロータリークラブの例会では、ロータリー・ソン

グが歌われることは殆ど無いそうです。その理由はよく分かりま

せん。そう言えば、台北城中RCはアジアですが、どうだったで

しょうか。

　次にご紹介するのは、「ポール・ハリス、最初で最初でない

会長のお話」です。この一見して矛盾と見える言い方ですが、

こういう事です。ポール・ハリスは1905年にシカゴで、最初のロ

ータリークラブを組織した創立者だということは皆さんご存知の

通りであります。しかし、そのクラブの最初の会長に選ばれた

人はポールかというと、そうではなくシルベスター・シールという

別の人でした。その後5年の間に、全米に16のロータリークラ

ブが結成され、これらが纏まって、「全米ロータリークラブ連合

会」と称する団体が発足致しました。これが後に「国際ロータリ

ー」の名称になるわけですが、この、初代会長に選出されたの

がポール・ハリスだったわけです。つまり、ポールは、国際的な

組織に発展した国際ロータリーの初代会長であって、最初に

生まれた、シカゴRCの会長ではなかったいうことで、皆様の認



識を変えて頂きたいと思います。

　最後に「711ロータリーの生まれた部屋」というお話をご紹介

致します。711という数字は、ロータリーにとって意義のある数

字になります。それはどういうことか。米国イリノイ州・シカゴ・デ

ィアボン街127番地にあったオールド・ユニティ・ビルの711号

室、まさにその一室でロータリーが生まれたからです。つまり、

ポール・ハリスが、仲間の数人と最初に会合を開き、クラブに

ついての色々なアイデアを話し合った部屋、それが711号室

だったというわけです。そして、このロータリーの誕生を祝う

1905年2月23日の2月23日を、ロータリーの創立記念日という

ことに致しました。そして、この部屋は、長い間、「ポール・ハリ

ス711クラブ」が任意的に所属し、寄付を行う全世界のロータリ

アンにより、ロータリーの小さな博物館として保管されて来まし

た。ところが1989年、ビルそのものが取り壊されることになり、ク

ラブのメンバーが、この歴史的意義の深い部屋を注意深く解

体し、備品は倉庫に保管致しました。その5年後の1994年、こ

の部屋の再現が決り、現在、このロータリーの遺産は、エバン

ストンの世界本部に永久保存されているそうです。ロータリー

が生まれた部屋、一度見てみたいものです。

以上、ロータリーに纏わるお話を幾つかご紹介致しました。こ

れを持ちまして本日の「会長の時間」を終わらせて頂きます。

有難うございました。

★ 幹 事 報 告　 境野登章幹事

　皆様こんにちは。幹事報告を申し上げます。

　交換留学生のルニーちゃんですが、15～17日迄、お隣の

2770地区の催しに便乗して長野県菅平高原天狗スキー場に

行って来ました。バスでのスキー旅行でしたが、15日はバスの

発着する「さいたま新都心駅バスターミナル」までカウンセラー

の石渡会員に送って頂き、17日のお迎えは古沢会長と私とで

行って参りました。石渡会員、その節はありがとうございました。

　18日夜、ロータリー事務所に於いてウォーキング大会の炉辺

会合が、古沢会長と小椋委員長、そして小池副委員長の3人

にて行われました。会議の内容は、当日のセレモニーに関し

て。そして当日必要な備品に関して等でした。まだ先ではあり

ますが、5月25日（土曜日）にウォーキング大会を予定しており

ます。今年度のメイン事業でもありますので、会員の皆様には

今から予定に組み込んで頂き、全員参加で当日を迎えて頂き

たいと思います。

　来月の話ですが、3月14日の例会は移動例会です。また改

めてご案内をさせて頂きますが、こちらも今から予定を入れて

頂くようお願い致します。集合場所は、古代蓮公園駐車場。集

合時間はお昼の12時です。そして各自乗り合わせの上、行田

浄水場に移動します。12時15分より食事。午後1時点鐘。例

会後に行田浄水場及び太陽光発電システムの見学会を開き

、午後2時に閉会となります。閉会の時間もいつもとは違います

ので、こちらも合わせて予定に入れて頂くようお願い致します。

　それから急なお願いで恐縮ではありますが、本日の例会後

に臨時理事会を行います。理事・役員の方は、例会後にお残

り頂くようお願い致します。以上、幹事報告とさせて頂きます。

ありがとうございました。

★ 委 員 会 報 告

※特別委員会（地域間交流）小椋剛委員長

★ 本 日 の 卓 話

財団・米山委員会　山本憲作副委員長

ロータリー財団委員会と米山記念奨学会委員会を合一し、運

営する事となりました。この委員会の目的・理想とするものは、

世界各国の多くの人々が交流する事（特に青少年、留学生の

相互交流）により、理解と親善を深め互助精神による世界平和

の創造と維持達成するところにあります。この国際平和の創造

と維持達成の為に、会員の皆様方の財的支援を頂かなけれ

ばなりません。当委員会では、特別に例会プログラムも組んで

、会員の皆様方が喜んで積極的に世界平和維持達成の為に

ご支援くだされます様に努力していきたいと思います。宜しく御

願いいたします。

★謝 辞　 古沢勇治会長 



★ 出 席 奨 励 ・ ス マ イ ル 委 員 会

※出席状況報告 　 野口一信委員長

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 12名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 32名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 6名

本 日 の 出 席 率 77.6％

※ニコニコ報告　倉持好二郎委員

古沢会長

山本財団・米山副委員長様、卓話よろしく

お願いします。皆様、まだ寒い日があります。

ご自愛下さい。

境野幹事 山本様、本日の卓話、楽しみにしております。

山田会員 山本様、卓話ごくろうさま。

諸貫会員 山本会員、卓話ご苦労様です。

小山会員

山本会員、卓話ありがとう。あなたは独特の

語り口で会員を楽しませてくれます。

元気で思い切り本音でね。

清水治雄
会員

山本様、本日は卓話ご苦労様です。

中島会員
山本様、本日は卓話ご苦労様です。

ユーモアのあるお話し楽しみにしております。

坂本会員
安倍総理大臣は日本の誇り。

山本憲作さんは行田ロータリーの誇りです。

持田会員

来週はゆもとホテルにて夜間例会です。

地区国際奉仕委員長卓話になります。

また、深谷ノースRCより来訪します。

湯本会員 8500尾のトラフグちゃんが元気に泳いでいます。

小林会員
寒気の中にも早春の息吹が感じるこの頃です。

山本様、卓話ありがとうございます。

山本会員 卓話お世話になります。勉強させてもらいます。

宮内会員 本日の山本会員、卓話楽しみにしています。

小菅会員
山本会員、本日は卓話有難うございます。申し訳

ありませんが早退致します。話が聞けず残念！

福島会員 山本様、本日の卓話楽しみにしております。

石渡会員 山本会員、本日、卓話ごくろうさまです。

渡辺会員
Face bookにて多くの方から誕生日のお祝い

メッセージを頂きました。有難うございました。

井上会員
山本会員のユーモアある卓話を楽しみにして

いました。学ばせて頂きました。

関会員
山本会員、卓話とても楽しみにしています。

ありがとうございました。

同文

小池会員、小澤会員、小椋会員、阿部会員、

蔭山会員、橋本会員、坂田会員、島崎会員、

武笠会員、鈴木克枝会員、柿沼会員、

野口会員、倉持会員

※本日のニコニコは、39,000円でした。

.....ありがとうございました。

★ 点 鐘 　 古 沢 勇 治 会 長



職 業 情 報

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

柿沼孝枝

ポーラ　桜町営業支店

商業

化粧品販売

私たちは一人ひとりの「もっと美しくありた

い」を知り、まごころと技術でお客様を生涯

サポートします。

一 言 P R 私たちは、アンチエイジングを肌だけでなく

、生き方も含めた美しさと捉えています。

地域の皆様に親しまれるよう努めます。

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

碓井勝也

株式会社　碓井測研

測量

土地家屋調査士

杭を残して悔いを残さず

一 言 P R 土地建物の売買媒介も行っております。

測量・開発等一括してご用命ください。

職 業 情 報

氏　　　名

事 業 所 名

職　　業

社　　是

湯本茂作

湯本内装株式会社

ホテル　レストラン　内装工事一式

感謝　仕事を通して社会に貢献

目　　的

仕事を通して世の為、人の為になる人生を生き、自分の

夢を達成する事。ユモトグループは、一般建築物の総合

内装工事をメインにやっています。その他としまして日帰

り温泉・茂美(もみ)の湯・ビジネスホテル・湯本・大衆演劇

・もさく座・湯本レストラン・行田トラフグ人工養殖場・むさ

しのホール湯本・などの地元始め、市外からも大勢のお

客様にご利用頂いております。これからも、大勢のお客

様に喜ばれるユモトグループを目指して、社員一丸となり

頑張って参ります。今後も、変わらぬご愛顧の程宜しくお

願い致します。

氏　　　名

事 業 所 名

職 業 分 類

職　　業

社　　是

内山俊夫

株式会社エーアンドエム不動産

不動産業

不動産仲介・媒介・賃貸不動産管理業

元気に明るく

目　　的 安心・安全な住宅不動産取引で地域に住

まいのお手伝い

一 言 P R 貸家・アパート・マンション・店舗・ビル等の

賃貸物件を入居者管理業をいたします。ま

た、住宅・事業用地等の売却・購入をお考

えでしたらなんなりとご相談ください。
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