
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月： 平和と紛争予防／紛争解決  来月： 水と衛生  
 

２月２１日の例会より 

『 ロータリー創立記念日に因んで 』  
   

＜小森 勇一理事＞ 

 
 

2月 23日は ロータリーの創立記念日 

世界理解と平和の日です 
1905 年 2 月 23 日（明治 38 年）青年弁護士ポ

ール・ハリスは、石炭商シルベスター・シール、

鉱山技師ガス・ローア、洋服商ハイラム・ショー

レーと 4 人で初めての会合を持ちました。会合

は、アメリカのイリノイ州シカゴ市。彼らのねら

いは、大変な不景気の 20 世紀初めにあって、お

互いに信頼できる公正な取引をして、仕事上の付

き合いが、友情にまで発展するような仲間を増や

したいということでした。 

1908 年シカゴクラブに入会した、アーサー・

フレデリック・シェルドンは、「最もよく仲間に

奉仕するものは、最も多く報いられる」という、 

サービスの哲学を展開しました。ポール・ハリス 

は、これを受け入れ、相互扶助的な考えから、職 

業奉仕の考え方へロータリーを導いていきます。 

 また、ミネアポリスのフランク・コリンズ

も、他人のために尽くす意義と重要性を唱え、「無

我の奉仕」をロータリーの根本精神にしようとし

ました。 これらが、今日、第 1、第 2 の公式標

語となっています。 

Service  Above  Self    超我の奉仕 

One Profits Most Who Serves Best   

 最もよく奉仕するもの 最も多く報いられる 

ポール・ハリスが、同じ頃、入会を求めたチェ

スリー・ペリーは、1910 年、16 クラブからなる、

全アメリカロータリークラブ連合会を組織し、今

日の国際ロータリーに発展させる原動力となり、

長く事務総長を務めました。 

現在のロータリーは、 35,727 クラブ、

1,220,185 人となっています。 

「国際ロータリーのロータリー財団」は、1933

年から非営利財団法人として活動しています。第

6 代国際ロータリー会長のアーチ・クランフが

提案し、1917 年に基金としてスタートしてから、

1 世紀の年輪をかさねています。財団によって、

巨大な財政的基盤が確立されました。2 月 23 日

は、世界理解と平和の日となっています。 

日本のロータリークラブは、1920 年（大正９）

10 月 20 日に東京ロータリークラブが創立され

ました。初代事務総長、チェスリー・ペリーと米

山梅吉、福島喜三治などの先達の功績を忘れるこ

とはできません。現在の会員状況は 2,262 クラ

ブ、89,871 名です。 

  

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当 ２月１４日 出席報告 

2 月 28 日 クラブ協議会（夜の例会） 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

3 月 7 日 卓話：米山奨学生 米山記念奨学会委員会 ２９ １６ １０ 

3 月 14 日 クラブ協議会 会長・幹事 出 席 率 ：  61.54 % 

3 月 21 日 休会（祝日）  前々週訂正 ：  76.92 % 
 
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

                      常陽銀行高萩支店内 

会    長 ： 鈴木直登 

幹    事 ： 福田文乃 

TEL/FAX ： 0293-24-0505 例    会 ： 毎週水曜日 12:30～13:30  

E-Mail  ： takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  会報委員：上田良三、石  君平、石  平光、大髙司郎、   

田所和雄、棚谷 稔、花園文熙、大河原 浩 

 

 

 

 

発 行 

2018.2.28    

第 ４ ８巻 

第 ３ １号 

通 巻 

２２６６号 
 

TAKAHAGI 
ROTARY CLUB 

WEEKLY 
国際ロータリー第２８２０地区

1970年 10月 30日設

立 

20 17 -2 01 8 

国際ロータリーのテーマ 

 

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.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 



米山記念奨学会は、日本ロータリーの父、米山

梅吉の遺徳を記念する事業として 1952 年東京ロ

ータリークラブの主唱で始まりました。この日本

で学ぶ留学生を支援する国際奨学奉仕事業は、60

年を超えて、世界の 120国、地域の学生約 2万人

を支援してきました。これは、国内最大の国際奨

学事業となっています。 

高萩ロータリークラブは、1970 年（昭和 45 年）

10月30日に第1回の例会をもって創立しました。

日立ロータリークラブに所属し 10 年以上のベテ

ラン会員であった、石平衛会員 鈴木光太郎会員 

田所幸男会員が主体となりました。 

12 月 3 日承認。翌 1971 年 10 月 10 日に認証状

伝達式を高萩中学校体育館で挙行します。発足の

創立会員は 23 名。認証伝達式の会員は別紙のよ

うに 27 名でした。 

こうして、ポール・ハリスをはじめ多くの先達は、過

去の人ですが、しかし、これからも、多くのロータリアン

が出逢っていくべき、未来の人でもあります。50 周年

を目前にして、私たちも、彼らと出会い、ロータリーク

ラブの発展を目指したいものです。 

 

＜鈴木直登会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今から 113 年前、明治 38 年、日本は日露戦争

が終結した年。アメリカ・シカゴ、まだまだ馬車

が主流の移動手段。コンクリートの橋がやっと出

来たころ。 

ポールハリスは、多くの異なった職業から各１

名で組織され、政治や宗教の制約なしに互いに寛

容の精神をもって集う親睦団体がありえないはず

はない、という考えを５年間慎重に練った。 

そして１９０５年２月２３日、友人ローアの事

務所で４人が会合し、一業一会員の原則をとるク

ラブの基本構想を相談した。この日が RI の創立

記念日となっている。 

ロータリーという名前をつけたのが誰かは定か

ではないが、徽章の制定は、例会場が会員の事務

所で持ち回りで開催されていた当時、物と思想の

伝達手段としての馬車とを結びつけ、１３本の支

柱からなる車輪を提案しこれを初期の章とした。 

ポールハリスは、悍馬を御して草原を疾駆した

カウボーイでもあった。 

【本日のお客様】  

川崎幸 RC  毛利 尚方様 

 

【ニコニコ BOX】 

毛利尚方さん：実は二回目のメークアップです。

前回は１９７３年４月ころと記憶しています。少

しだけ昔の事です。 

鈴木啓志さん：毛利さん、ようこそいらっしゃい

ました。 

田所和雄さん：ロータリーのお祝いで思い出す結

婚記念日。本日２月２１日は、３７回目の結婚記

念日です。 

鈴木直登さん：雪が少ないと田んぼの水が心配。

雪が多いと外出困難。でもやっぱり雪は多い方が

いい。 

大髙司郎さん：花粉症には辛い季節となりまし

た！ 

花園文熙さん：オリンピック感激と残念の日が続

いて気がやすまりません。 

大河原浩さん：毛利様、ようこそ高萩 RC へ。ゆ

っくりしていって下さい。 

鈴木国男さん、福田文乃さん、江尻寛さん 

石川武信さん：毛利様卓話楽しみです。 

小森勇一さん：横倉先生、世界医師会長祝賀会お

めでとうございました。ツーショット写真、安倍

総理もごきげんでしたね。 

石君平さん：オリンピックのエネルギーを高萩

RC にもほしいものです。 

沼田操さん：春遠からず、寒さに負けずがんばり

ましょう。 

棚谷稔さん：２３日の高萩中学校での出前講座は

欠席します。よろしくお願いします。 

上田良三さん：羽生結弦金、宇野昌磨銀、すごい、

大感動！素晴らしく何度も何度もその映像を見て

しまった。 

石平光さん：毎日寒い日が続きます。春が待ち遠

しいですね。早く暖かくなーれ。 

    本日計  １９，０００円 

    累 計 ５５２，５００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   １，０００円 

累 計 ７０３，１００円 

【ポリオプラス】 

    本日計   １，０００円 

累 計  ８２，３００円 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計  １４，０００円 

累 計 ３１２，５００円 

 



子どもたちの未来へ 

慈愛の種をまき手を貸そう 

出前授業 「職業の意義と喜び」 

2月 23日金曜日、高萩中学校 1年生 3クラスの

生徒 102名に、出前授業を実施した。 

青少年奉仕委員会、職業奉仕委員会の共催によ

る恒例の奉仕活動である。右の写真にあるように、

今川隆青少年奉仕委員長（右端）が、授業の進行

役である。 

パネラー講師としてお願いしたのは、左端から、

高萩消防署救急救命士須田公彦様、滑川聖徳保育

園保育士田中信之様、日本郵便株式会社北茨城市

大塚郵便局課長代理小松﨑祐也様、同北茨城郵便

局赤津瑠美様、いまがわ歯科医院歯科衛生士松本

花都姫様、鈴木モータース高萩工場長鈴木幸二様

である。 

写真は、鈴木工場長さんが、自己紹介、会社や

仕事を説明しているところである。 

 次にグルー

プごとに職業

ごとに分かれ

て仕事の話を

聞いた。  

 

 

上は郵便局の仕事について説明を受けている 

 

救急救命士

の須田さんは

今朝の 8 時ま

で 24 時間勤務

をして、午後中

学校に来てく

れて、消防署、

救急救命士の仕事について話してくれた。 

生徒は、大変興味を持ち、国家資格を取る方法、

特に学校で学ぶのか、消防署に努めながら、研修

として勤務し、資格を取得するのか等大変興味深

かったようである。 

そのうえ、救急だけでなく、救命士として、医

者の指示も得て、できることと、医者のお願いし

る仕事等、詳しく話を聞いた。 

 

 

 

 

 上の写真は、授業のスタート、第 2 段階の場

面である。高萩 RC会員である鈴木国男社長から派

遣された鈴木幸二工場長が、会社の制服を着て自

己紹介をしている。右端は、当クラブの若手のホ

ープ、今川隆青少年奉仕委員長。はじめて、授業

進行役を担当し、緊張することもなく 100 点満点

の出前授業を、午後 2 時間 100 分にわたって、実

行することができた 

左の写真は、

北茨城市内、高

萩市内の郵便

局を巡回指導

する小松崎祐

也さんである。 

 

公務員から、

日本郵便株式会社になり、地方創生に積極的にか

かわりを持つ、郵便局から派遣されて、我が国に

おける、代表的な複合サービス産業の仕事につい

て説明してくれた。    

下は、イケメンのピアノの上手な保育士さん。

生徒は熱心に話を聞いている今卒園の年長児を担

当している。 

 

 

 

 

 

 

 

下は、本校の先輩、歯科衛生士の松本さん。あ

まり知られていない衛生士の仕事について、熱心

に説明してくれました。 

 

 

 

 

 

 


