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● ロータリーソング「われらの生業」 

 

     

皆さんこんにちは。  

本日は、ガバナー補佐訪問で熊倉ガバナー補佐をお迎えし、クラブ協議会にてクラブ運営に

ついて勉強してゆきたいと思います。宜しくお願い致します。 

本日は、栃木の偉人「古澤 丈作氏」についてお話ししたいと思います。古澤氏は、明治 14

年西方村金崎、今の栃木市に生まれ、宇都宮中学、東京高等商業学校を卒業。日清製油の大連

支店長時代、大連ロータリークラブでロータリーの神髄ともいえる、5か条からなる「大連宣

言」を発表。当時のロータリアンの心の支えとなりました。大連宣言はまさに職業奉仕を正面

から説いたものと言えると思います。 

戦前、戦後と混乱を極めた時代にロータリーの精神を貫くことは、今では想像もできないほ

ど大変なことだったと思います。戦後、東京ロータリークラブ会長時に、米山基金の初代委員

長に就任、外国の優秀な学生を日本に招き奨学支援するという構想は、戦地となったアジア諸

国へ贖罪としての米山記念奨学会の設立に発展しました。そして、現在、私たち会員の寄付金

が 129の国と地域、延べ 21,000人もの外国人留学生を支援して国際親善と世界平和に貢献し

ています。 

 

【資料・ロータリー百科事典より】 

大連宣言 (DAIREN Declaration) 

地区のなかった日本に、1928年(昭和 3年)7月、日本、満州、朝鮮、樺太、千島、台湾をテ

リトリーとして、第 70地区が初めて設置され、米山梅吉第３代スペシャルコミッショナー(地

区の無い時代にガバナーに代わる役をつとめた RI役員)が初代ガバナーに就任し、その年の 12

月に大連ロータリー・クラブが誕生した。  

1936年(昭和 11年)は所謂 2.26事件が突発して全日本を震撼させた年であるが、その 5月

に、敢て第 70地区第 8回年次大会が神戸で開催された。  

   司 会・ビジター紹介    髙橋 順也 S.A.A 
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その前夜懇談会で、神戸ロータリー・クラブの直木太一郎から、「大連ロータリー・クラブ

の大連宣言は、日本文として適切にロータリー精神をあらわしているから、これを第 70地区

の宣言にしたい」と提案された。  

おりからのロータリー日本化問題に関連して思わぬ波乱をまき起こしたが、議論沸騰の末、

これこそロータリーを日本人に解り易く咀嚼したものであるとして賛成された。  

大連クラブのロータリー宣言は次のとおりである。 

  

大 連 宣 言 

第 1. 須らく事業の人たるに先立ちて道義の人たるべし。蓋し事業の経営に全力を傾倒するは

因って世を益せんがためなり。ゆえに吾人は道義を無視していわゆる事業の成功を獲ん

とする者に与せず。 

第 2. 成否を曰うに先立ち退いて義務を尽さむことを思い進んで奉仕を完うせんことを念う。

自らを利するに先立ちて他を益せむことを願う。最も能く奉仕する者、最も多く満たさ

るべきことを吾人は疑わず。   

第 3. あるいは特殊の関係をもって機会を壟断しあるいは世人の潔しとせざるに乗じて巨利を

博す、これ吾人の最も忌むところなり、吾人の精神に反してその信条を紊るは利のため

義を失うよりはなはだしきは無し。 

第 4. 義をもって集まり、信をもって結び、切磋し琢磨し相扶け相益す。これ吾人団結の本旨

なり。しかれども党をもって厚くすることなく他をもって拒むことなく私をもって党す

る者にあらざるなり。    

第 5. 徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべからず、協力もって博愛平等の理想を実現せざ

るべからず、しかり吾が同志はこの大義を世界に敷かむがために活躍す。吾がロータリ

ーの崇高なる使命ここに在り、その存在の意義またここに存す。 

 

 

1、本日はガバナー補佐訪問となります。熊倉ガバナー補佐宜しくお願いいたします。 

また、10月 8日のガバナー公式訪問の出欠の案内の返事がまだの方は提出をお願いします。

地区大会の出欠についてもあわせてお願いします。 

また、地区大会に関する地区より届きました案内パンフレットをレターボックスに配布しま

したので確認下さい。 

2、宇都宮市内ロータリークラブ合同奉仕事業で案内しました、9月 14日に行われたタイ国に消

防車を寄贈する事業について、寄贈式ならびに寄贈消防車現地視察報告書が届きましたの

で、回覧いたします。 

3、先日、物井会員のお見舞いに行き、クラブからの慶弔見舞金を渡してまいりました。順調に

回復されているようで安心しました。 

4、来週は例会終了後理事役員会となります。理事役員の方宜しくお願いします。 

 

 

    § ハイライト米山記事紹介及び米山奨学会豆辞典レターボックス配布 

   幹事報告          薄久保 大輔 幹事 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告       関 夫美 委員長 
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   § 9月 26日(木)ナイターリーグ 北・陽東・東合同チームとの試合があります。皆様のご参加

をお願い致します。 

 

 

   §第 2550地区第 3グループ A熊倉 学ガバナー補佐 

            皆様こんにちは。本日第 3グループ A、5クラブ目のガバナー補佐訪問とし

て参りました。どうぞよろしくお願い致します。2週間後には川嶋ガバナー

訪問がありますが、補佐の訪問としては自クラブが最後の訪問となります。

4クラブが終了するも、それらのクラブが皆、先輩クラブなので、かなり緊

張しましたが、私自身、クラブ運営等についてとても勉強になりました。こ

の経験が「より良いロータリークラブ」になるようお役に立てればと思いま

す。「補佐」に推薦いただいたこと、補佐として訪問できたことに改めて感

謝し、ニコニコします。 

§湯浅 定会長  本日は、熊倉ガバナー補佐、クラブ協議会よろしくお願い致します。物井慶

太会員のお見舞いに薄久保幹事と行って来ました。足首の大変な複雑骨折だ

ったとの事、無事手術も終わり、もうじき退院するという事でした。ニコニ

コします。 

§古矢幸伸会長エレクト 

            こんにちは。本日、ガバナー補佐訪問、ご指導よろしくお願い致します。ニ

コニコ致します。 

§加藤紀夫会員  熊倉ガバナー補佐、ご指導よろしくお願い致します。 

§熊本泰久会員  皆さんこんにちは。本日ガバナー補佐訪問よろしくお願い致します。 

§仲田真介会員  皆さんこんにちは。昨日は、長女、次女の小学校の運動会に参加してきまし

た。天気にも恵まれ、とても楽しい思い出ができました。 

 

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 7,000 円 

 

 

                          

国際ロータリー第 2550 地区 第 3 グループ A 

熊倉 学 ガバナー補佐 

 

「2019年規定審議会提出立法案」及び 

クラブ運営についてのご指導がございました。 

 

 

 

   野球愛好会報告         古矢 幸伸 事務局長 

 

 

 

 

   ニコニコボックス委員会報告   熊本 泰久 委員 

 

 

 

 

   クラブ協議会 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1140 回 

10 月 8 日(火) 

ガバナー公式訪問 

国際ロータリー 

川嶋幸雄ガバナー 

（栃木ロータリークラブ） 

12：30～14：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1141 回 

10 月 15 日(火) 

地区委員卓話 

地区米山記念奨学会委員会 

   長 正英 委員長 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

10 月 22 日 法定休日（即位礼正殿）   

第 1142 回 

10 月 29 日(火) 

クラブフォーラム 

国際奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   仲田真介 副委員長 

 

会員数   38名  前々回ＭＵ   5名 

出席数   29名   前々回訂正   34名 

欠席数     9名   前々回訂正率  

出席率  76.32％        89.47％ 

 

次回例会予定 

   

第 1139 回  10 月 1 日(火) 

招待卓話「宇都宮雷都物語について」 

本澤尚子 宇都宮商工会議所 


