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望月会長

「それでこそロータリー」
ビジター
望月会長
◎米山奨学生

スレンダバガ ビンデリヤ さん
記念品贈呈
狩野副会長
■誕生祝
深井 彰彦、角張 桂子、長谷 浩克、温井 尚久
三原 豊章、福島 英人、藤澤
茂
■結婚祝
野 和義、山田 美光、丸山 研二、齋藤 一雄
岡部 幹雄、江原
洋、岩田 康弘、都丸 和俊
増田 晋一、鴻田
敦、金井 政人、石原秀一郎
石塚 春彦、大畑 孝弘、長谷 浩克、山田 邦子
■皆勤賞
板垣
忍（満28年）、猪熊 政和（満９年）
小中 和子（満１年）
会長報告
望月会長
●秋の叙勲で、吉田勝彦会員が旭
日双光賞（産業振興功労）西田保
二会員が瑞宝小綬章（保健衛生功
労）を受賞されました。おめでと
うございます。新年会の時に、改めて叙勲のお祝いを致
したいと存じます。
●紺正行会員が県功労賞を受賞されました。
●10月21日、東京RC創立100年記念例会に、曾我PG
にお考えいただき祝電を出しましたところ、東京RCよ
り、
創立100周年記念バナーと週報が届きました。バナー
は、谷川紀彦さんデザインで、日本の豊かな四季を表現
する八重桜、山桜、花みずき、もみじを円の中に配する
ことによって、東京クラブと双子クラブ・ワシントン
D.C.RC、姉妹クラブ・アードモアRCとの友情の絆を
表し、100周年のスローガンのうち「Participate」を
キーワードとして使用したデザインとなっているそうで
す。とてもきれいなバナーです。例会場に飾ってありま
すので、ご覧ください。
●11月５日、会長幹事会がありました。
お正月の６ロータリーの上毛新聞広告が、例年通り掲
載されます。
６ロータリー合同新年例会は、コロナ感染の影響を見
ながら規模を小さくして開催予定です。
●11月７日、ロータリー財団補助金管理セミナーがあ
りました。長谷エレクトと、小林次期幹事とが出席しま
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した。
●11月７日ロータリー米山奨学生学友会碓氷峠路探訪
イベントに米山奨学生のビンデリアさんとカウンセラー
の宮久保会員が参加されました。
会長の時間
望月会長
さて11月は、ロータリー財団月間です。
今月のガバナー月信で、板垣ロータリー財団委員長が、
ロータリー財団の正式名称は、
「The Rotary Foundation
of Rotary International」と述べていらっしゃいます。
略してTRFと言われていますが、私は略語のTが解りま
せんでした。定冠詞のTheのTと教えていただき、定冠
詞も略語になるのだと思いました。廣瀬ロータリー財団
委員長に、この後卓話をお願いしてあります。
そこで私は、ロータリー財団の父といわれる、アーチ
C.クランフについてお話ししたいと思います。アーチ・
クランフは1869年６月６日、ペンシルバニア州・カン
ノートビルに生まれ、その後オハイオ州クリーブランド
に移住しました。母は、アメリカの有名な小説家ジェー
ムス・フェニモア・クーパー（1789 〜 1851）の末裔に
あたる人で、母から文学的遺産を受けついでいたことを、
誇りに思っていました。アーチのミドルネイムのCは、
Cooperの略で、彼は常にこれを用いていました。12歳、
家計を助けるため学校をやめ、仕事についています。
16歳の時、クヤホガ材木会社の使い走りになりまし
た。夜間学校に入学し、１日の仕事の後、電車賃を節約
するため、片道４マイルの距離を歩いて通いました。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させました。彼は会社の経営を
好転させ、アメリカ中西部の材木業界で最も収益性の高
い企業の一つまでに発展させました。クランフは、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ました。
音楽の才能も、なみなみならぬものでした。
18歳から、独学でフルートを学び、３年後にはクリー
ブランド・シンフォニィ・オーケストラのフルート奏者
として、14年間演奏活動を続けました。たったの３年
間でフルートの名手になり、オーケストラの奏者になる
ということは、並並ならぬ才能と努力の賜物とびっくり
してしまいました。その後アマチュア・オーケストラの
クリーブランド・ヘアメッツに加わりました。晩年のイ
ンタヴューで、「わたしは心と知性の完全な調和を求め
て努力しています。わたしの心は音楽にあり、知性はビ

ジネスにあります」と答えています。しかしクランフが
最も愛したのは、ロータリーでした。
1911年（42歳）、クリーブランドRCのチャーターメ
ンバーとなりその時の職業分類は、
「材木―卸売りなら
びに小売」でした
1912 〜 1913年（43 〜 44歳）クリーブランドRC会長
自分のことを、
「寝てもさめてもロータリー」述べていま
す。（thinks Rotary,sleeps Rotary,and dreams
Rotary）
クラブ会長としての最後のメッセージとして、緊急事
態に備えた非常時基金の必要性を訴えました。
1914年（45歳）国際ロータリー理事
1915年（46歳）全RCのための標準ロータリークラ
ブ 定款・細則採択
1917 〜 1918年（47 〜 48歳）国際ロータリー会長
アトランタ国際大会で、(doing good in the world)
「ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模で慈善・
教育・その他の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、ロータリー基金ができました。
最初の寄付は、ミズーリー州カンザス・シティ・クラ
ブからの26ドル50セントでした。このお金は、本来は
クランフ会長への記念品代だったそうですが、寄付とな
りました。
1928年（59歳）ミネアポリス国際大会で、基金は
5000ドル以上に増え、ロータリー財団となりました。
ロータリー財団委員長を、その後５年間務めました。
1930年代、世界恐慌の中、財団は、最初の補助金を
授与しました。
1929年４月号のロータリアン誌で「ロータリー財団
は、レンガや石の記念碑を建てるものではない。たとえ、
大理石に碑銘をきざんだとしても、やがてはくずれてし
まうだろう。真鍮を使ったとしても、いつかは汚れてし
まうだろう。だが、心の中に碑銘をきざむなら、ロータ
リー精神と、神をおそれ同胞を愛する気持ちを吹きこむ
ならば、われわれがきざんだものは永遠に輝き続け、文
明の続く限り、ロータリーを不滅のものとするだろう」
と書いています。
クランフは、非常時基金が、ロータリー基金そしてロー
タリー財団へと発展していくのを見届けることができま
した。
1951年６月３日（82歳）で亡くなりました。
奨学金贈呈
望月会長
米山奨学生
スレンダバガ ビンデリヤ さん
幹事報告
石塚幹事
１．今月は、ロータリー財団月間です。ガバナー月信の
チラシも配布されておりますので回覧よろしくお願い
します。
２．本日、委員長卓話で廣瀬ロータリー財団委員長の卓
話となります。ボックスに入れました、寄付依頼書も
ご検討よろしくお願いします。また、先月の米山奨学
金の件もまだの人もお願いします。
３．来週はポリオ根絶に向けての地区出前卓話となりま
す。講師に水口委員長をお迎えして卓話をしていただ
きます。
４． 今週、12日木曜日は、前橋ローターアクトクラブ
への公式訪問となります。関係者の方は宜しくお願い

します。
５．今年度の現況報告書をボックスに入れさせてもらい
ました。来月12月15日はガバナー公式訪問ですので
忘れずにお持ちくださいますようお願いします。今月
27日は、福島ガバナー補佐訪問となります。
６． 来月12月５日は女性フォーラム開催予定です。女
性会員の方は、是非出席をお願いします。
７．今月のロータリーレートは、104円です。
副幹事報告
三輪副幹事
前橋北RC・桐生西RC
出席報告

{ 出席者
欠席者

90名
30名
本日出席率：80.36％
前々回訂正：88.70％
ニコニコBOX報告 土屋会員
■西田保 二…結婚記念日にすてきな
お花ありがとうございました。
■丸山研 二…結婚祝のお花ありがと
うございました。
■福島英 人…誕生日の記念品をいた
だきありがとうございます。64才になり来年は
な
前期高齢者となります。無事産んでくれた亡き母
に感謝して。
■廣瀬信二…本日は卓話の機会をいただきありがとうご
ざいます。ロータリー財団、ポリオプラスへのた
くさんの寄付をよろしくお願い致します。
■紺 正行…本日の例会は欠席します。この度の群馬県
功労者表彰の受賞に際し、多くの会員の皆様から
お祝いのお言葉をいただきました。ありがとうご
ざいます。今後も、群馬県、県民のために微力を
尽くすつもりです。よろしくお願いします。
■引馬章裕…吉田勝彦会員の旭日双光章の受章おめでと
うございます。今後のますますのご活躍を祈念い
たします。
■板垣 忍…皆勤賞をいただきました。28年だそうです。
もう少し頑張りますのでよろしくお願いします。
委員長卓話
ロータリー財団委員会

廣瀬委員長
会
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きょくじつ そうこうしょう

ロータリーの友報告

髙橋会員

「ロータリー米山記念奨学生学友会イベント

2020年11月7日 碓氷湖散策」
宮久保カウンセラー・米山奨学生スレンダバガ ビンデリヤさん

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

