第 1671 回 平成 22 年 11 月 18 日プログラム
１． 点 鐘
２．ロータリーソング
我らの生業

３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７． BOX 披露
８．各委員会報告
９．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日のゲスト； 外部卓話＝久保昌也様
・100 万ドル BOX

第 1670 回

例会内容

■会長の時間
会長 岡島達雄君
理事会報告
先週例会終了後の理事
会で、長期計画委員会委
員長から「2011～2016
年高鍋ロータリークラブ
長期計画（案）
」の最終報
告をいただいた。
長期計画委員会の基本方針は、
「当クラブは、奉仕の
理想を掲げ活動し続けて 35 年になる。これまでの活
動が地域社会の発展に果たしてきた役割を振り返って
みる良い機会である。先輩ロータリアンから受け継が
れてきた現状を分析し、良いものは更に発展させ、改
めるべきは改め、次の世代に引き継いでいくものであ
る。
」であった。
報告内容はご承知の通りであるが、その後の会員の
ご意見により、組織図の中の「雑誌・インターネット
リーダー担当」が「広報・雑誌・インターネット リ
ーダー担当」
に訂正された。
この方式で次年度試行し、
不都合なところがあれば修正もありうる。また、この
報告書で言い表せていないところは次年度以降の会長
のご解釈で進めていただければよい、ということで、
理事会で承認され、
（案）の案が取り払われた。
5 月 6 日以来、精力的に成案の作成にご尽力いただ
いた尾﨑委員長を始め、黒木、井上、中武、石田の５

２７３０地区ガバナー
伊藤 学而
中部分区ガバナー補佐
岩切
昇
2730 地区テーマ
クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう
高鍋ロータリークラブテーマ
品位のある楽しいクラブを実現し、社会の要求に
こたえよう
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内； 11 月 25 日（木）1672 回例会
・夜間例会＆懇親会＝ホテル泉屋 19：00～
・米沢上杉 RC 来訪 12 名
委員および会員の皆様に厚くお礼申し上げる。
「世界は常に変化している。ロータリーは、この世界とと
もに、変化して成長していかねばならない。ロータリーの
物語は幾度も書き換えられねばならない。
」ポール. ハリス
の言葉である。
永田君から、ロータリー好き、高鍋好きだが本業業務の
拡大のため、義務のある例会に毎週出ることが難しくなっ
た、という理由で退会願いが出ていた。
高鍋ロータリー定款第 9 条第 3 節出席規定の免除の項に
「ロータリー歴と会員の年齢が 85 年以上であり、さらに
出席規定の適用を免除されたい希望を書面で幹事に通告し、
理事会が承認した場合、出席規程の適用が免除される」と
ある。永田君の場合、この全てをクリアーしたため 12 月 1
日以降は出席免除会員としてクラブにお残りいただくこと
になった。永田君のご翻意に厚い友情を持ってご協力いた
だいた会員各位に感謝する。
「奄美の水害お見舞い」に協力することが理事会で決ま
った。会員の皆様、よろしく。
■幹事報告
＜文書案内＞
＊2011 年 国際ロータリー
年次大会登録のご案内
米国ルイジアナ州、
ニューオリンズ
2011 年 5 月 21 日～25 日

幹事 武末喜久治君

◆委員会報告

ローターアクト委員長 藤本範行君
６－７日開催の地区ローター
アクト年次大会に参加してきま
した。クラブから河原君、茂木
君も参加していただきました。
高鍋 RAC 会員は 4 名参加し、
鍋倉貴博君が年間 MVP を受賞
しました事をご報告します。会員の皆様のご指導あり
がとうございました。
◆出席報告
出席状況
会
員
数
出 席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員長 図師義孝君
41 名
36 名
90.00％
94.87％

◆ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 橋口清和君
<ニコニコ・財団・米山 BOX>
石田喜克君 結婚祝いのお返
しとして。昨日高鍋高校
ラグビー部が延岡青雲に
完敗しました。本年は年
末の多額の寄付金はあり
ません。来年はよろしくお願いします。
藤本範行君 ローターアクトの地区年次大会で,高鍋
ロータ―アクトクラブの鍋倉貴博君が年間 MVP
を受賞しました。ご指導ありがとうございました。
■会員卓話
R 財団委員長 福岡直樹君
一人のロータリアンの夢が現実に
ロータリーの父、アー
チ・クランフは驚くべき
人物だった。1869 年にペ
ンシルベニア州カヌート
ビルの貧しい家庭に生ま
れ、まだ幼尐の頃、両親
と 2 人の兄はオハイオ州
クリーブランドに移住した。
家計の足しにするために、
12 歳で学校を辞めて仕事に就いた。16 歳の時、クヤホ
ガ材木会社の使い走りになった。自分の考えで夜間学
校に入学し、1 日の大変な仕事の後、電車賃を節約す
るために、
片道 4 マイルの距離を歩いて学校に通った。
会社の経営が危なくなった時、クヤホガ材木会社はク
ランフをマネージャーに昇格した。彼は会社の経営を
好転させ、米国中西部の材木業界で最も収益性の高い
企業の 1 つにまで発展させた。独学の元使い走りの尐
年はその後、同社を購入し、さらに銀行や汽船会社な
ど、数々の企業の社長や副社長に就任した。18 歳の時、
フルートの演奏を独学で学んだ。3 年後フルートの名
手となった彼は、クリーブランド・シンフォニー・オ
ーケストラのフルート演奏家となり、その後、14 年間

シンフォニーで演奏を続けた。
1911 年「材木――卸売ならびに小売」の職業分類でクリ
ーブランド・ロータリー・クラブの創立会員となったクラ
ンフは、ロータリーでも事業や私生活におけるのと同じ素
晴らしい業績の道をたどった。1912 年にはクラブ会長にな
り、1916－17 年度国際ロータリークラブ連合会会長になっ
た。1917 年、クランフは、アメリカ・ジョージア州アトラ
ンタで開催された国際大会で、
「ロータリーが基金をつくり、
全世界的な規模で、慈善、教育、その他、社会奉仕の分野
で、何かよいことをしようではないか」と提案し採択され
ました。ロータリー基金（R 財団の前進）への最初の寄付
は、1917 年、ミズーリ州カンザスシティーロータリークラ
ブからの、26 ドル 50 セントでした。今日のレートで計算
すると、3,000 円と尐しというところですが、今から約 90
年前のことです。現在の物価に換算するとどのくらいの金
額になるのでしょうか。アメリカと日本の違いもあり、単
純に換算することは難しいのですが、私たちが単純に考え
ているよりは、
はるかに多い金額だったのかもしれません。
ロータリー財団の発展の礎となったのは、ロータリーの
創始者ポール・ハリスの偉大な業績に敬意を表し、その死
を悼むロータリアンたちの思いでした。1947 年 1 月 27 日
に、ポール・ハリスがイリノイ州シカゴの自宅で亡くなり
ました。70 か国以上 30 万人以上のロータリアンがロータ
リーの創始者の死を悼みました。しかし、ポール・ハリス
の死は財団の転換点になりました。ポールの逝去で寄付が
国際ロータリーに相次いで寄せられるようになりました。
財団はポール・ハリス記念基金を設け、ポールに敬意を
表したいロータリアンに対して財団強化のために寄付する
よう要請しました。その反響は素晴らしいものでした。
翌年の 7 月までに、米貨 130 万ドル以上が寄付され、永
年の目標である 200 万ドルの寄付が射程距離に入ってきま
した。1947 年には最初の財団プログラムが実現されました。
それは高等研究奨学金と呼ばれるもので、1 年目は、米国、
ベルギー、英国、フランス、メキシコ、中国の 18 人の若い
人たちが選ばれ、他国でそれぞれの専門分野を勉学しまし
た。当時は、この人たちはポール・ハリス・フェローと呼
ばれていましたが、最初の国際親善奨学生でした。
ロータリー財団は、多くのロータリアンによって、大き
く花開くことになりました。
引用文献 『ロータリー日本五十年史』
『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』
◆12 月の例会案内
12 月 2 日 （第 1672 回）米山ランチ BOX
月初めのセレモニー、
内部卓話（親睦担当）
、終了後理事会
12 月 9 日（第 1673 回）血圧測定、年次総会
クラブ協議会（半期報告）
、プログラム委員会
12 月 16 日（第 1674 回）100 万ドル BOX
クラブ協議会（半期報告）
12 月 23 日 祝日休会
12 月 30 日 年末休会

