
・点　鐘　木川会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　（入間）繁田　光様　 松井秀男様�

　　　　　　　　 吉沢誠十様　 滝沢文夫様

　　　　　　　　 忽滑谷 明様　晝間和弘様

　　　　　　　　 大塚　拓様　 斉藤栄作様

・卓　話　石川嘉彦様�

【会長報告】

　４５周年式典が無事終わりまして有難うご

ざいました。森実行委員長、橋本、細田（吉）

副実行委員長、細田（徳）会員には、表彰状と

共に金一封を差し上げたい気持ちです。また、

式典前日に決まったのですが、東清州メンバ

ーを迎えるため当日、成田に出向いて頂いた

吉田（健）、和泉会員、有難うございました。

「ロータリーとはどんな団体ですか」との問

いに対する模範的文章を報告させて頂きます。

「ロータリーとは、人道的奉仕を行い、ある

いは、職業において高度の道徳的基準を守る

ことを遵守し、かつ、世界における親善と平

和の確立に寄与することを目指した、実業人

および専門職業人が世界的に結び合った団体」。

簡単に言うと「自分を磨き、人を育て、時には

親善行為、ボランティア活動等を行う世界的

な団体」と２行程度に集約されるようです。

それに伴うＲＣ綱領は手帳に書かれている通

り「ロータリーの目的は、それぞれの会員の

企業活動の根本に奉仕理念を置いて、それを

磨き上げること」です。

　綱領第１条「奉仕の機会を得る時には交友

関係を発展させる事」、第２条「社会に奉仕

する機会を得る時には企業と専門職が有する

高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値

あるものと認識し、そして、ロータリー各自

の職業を尊厳するものにする事」、第３条「ロ

ータリーの一人一人が個人として職業人とし

て地域社会の一員として奉仕の理念を実践す

る事」、第４条「奉仕の理念に結ばれた実業

家と専門家の世界的な団体を通して、国際理

解、親善平和を促進する事」。

　なお、綱領を受諾し遵守することを条件に

して入会を認められるという定款上の規則は

現在に至るまで引き継がれております。

【幹事報告】

・東清州ＲＣよりのお土産をお持ち帰り下さい。

�・例会場引越しは橋本会員のご好意によりま

　す。お手伝いのご指名がありましたらよろ

　しくお願いしたいと思います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・４／１５（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２２（木）  ４／２７（火）入間南ＲＣとの合同例

　　　　　　会に振替 丸広７階さくら草ホール�

・４／２９（木）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇狭山ＲＣ�

・４／１６（金）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／３０（金）  特別休日（定款６―１―Ｃ）

◇狭山中央ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により例会取止�

◇所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により休会

◇所沢東ＲＣ�

・４／１５（木）  文化フェア「綿菓子販売」

　　　　　　４／３・４振替�

・４／２２（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２９（木）  法定休日�

◇所沢中央ＲＣ�

・４／１９（月）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／３（月）    法定休日�

・５／１７（月）  振替休会５／１５「職業奉仕事業」

　　　　　　富岡製糸工場・行田古墳群見学�

・５／２４（月）  移動例会（新所沢ＲＣと合同例会）�

・５／３１（月）  特別休会（定款６―１―Ｃ）

◇新所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／２７（火）  移動例会�

・５／４（火）    法定休日�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　５／２７（木）日高飯能親睦合同ゴルフコンペ

開催。奮ってご参加下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２７・２８、５／６・８と炉辺会談。組織表

もご用意。欠席の方はご連絡下さい。

◎矢島（高）会員�

　趣味で撮らせて頂いた式典の写真をＢＯＸ

に入れました。よろしくお願い致します。

【出席報告】　※【ＭＵ】なし

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・本日はお世話になります。楽しみにして居

　りました。　　　　　（入間）石川嘉彦様�

・本日はよろしくお願いします。

　（入間）繁田光様、松井秀男様、吉沢誠十様

　　　　大塚拓様、滝沢文夫様、忽滑谷明様

　　　　晝間和弘様、斉藤栄作様�

・石川様ようこそ。よろしくお願い致します。

　本日卓話有難うございます。

　　　　森君、加藤君、大久保君、新井君

　　　　細田（伴）君、矢島（巌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、中里（昌）君�

・入間ＲＣの皆様ようこそ。

　　　　新井君、細田（伴）君、矢島（巌）君

　　　　大木君、中里（昌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、間邉君、森君�

・本日、古希を迎えました。　　　　柏木君�

・結婚記念日お祝有難うございます。

　　　　　　　　　　　  吉田（行）君、杉田君�

・誕生日お祝有難うございます。　　杉田君�

・４５周年のご協力有難うございました。�

　　　　　　　　　　　 ４５周年実行委員会

・４５周年有難うございました。石川パスト

　ガバナー、入間ＲＣさん、ようこそ。�

　　　　　木川君、山川君、吉島君、高橋君

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　山岸君

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君

・出先へ直行のため軽装ですみません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤君

本日計５２，０００円、累計額９７９，１２３円。

◎３１日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　  矢島（巌）ロータリー情報委員長

　Ｓ１４年１２月２日、入間市生まれ。Ｓ３７年、

立教大学理学部物理学科卒業。東和プロジェ

クト（株）代表取締役。職業分類は「無機工業

薬品」古紙の処理に使用する製紙用工業薬品

の製造・販売。Ｓ５５年、入間ＲＣ入会。Ｈ１１年、

ＧＳＥチームリーダー。Ｈ１４年、入間ＲＣ会長。

Ｈ１７年、ガバナー補佐。２００７～０８年度、地区

ガバナーとして１０月３１日、飯能を公式訪問

され前島会員のバッジを着装。車のナンバー

は今も「２５７０」です。団体歴として狭山警察

署協議会会長、入間市国際交流協会理事、入

間狭山警察官友の会理事、等。

　Ｓ３７年に卒業して、

英国の商事会社で楽しい

生活を送っていたのです

が、Ｓ４２年に父の会社が

破綻。私が取締役で入れ

ば債務を３分の２放棄し

てくれるという話でやむ

を得ず帰って来ました。

そして、トラック運転手、溶接、プレス、鉄

板切断等、人の事も気にせず債務返済のため

夢中で仕事をしていたわけです。その頃は自

分勝手な職業生活で時間もルーズ。経費節減

のため、社員には１０人工の仕事を７人工で

やってもらっていました。

　当時、得意先の社長が入間ＲＣのメンバー

で、木曜日になると運転手が社長室の前に車

を横付けするのを見て「ロータリーってすご

い世界なんだろうな」と思っていましたが、

私には無縁の別世界ということで興味はあり

ませんでした。

　債務返済の後、現在の会社を受け持つよう

になって、そこでＲＣ入会のお声が掛かりま

した。初めは辞退申し上げていたのですが、

Ｓ５５年に入会しました。３０年前は入会の

審査基準も厳しかった。そして、名門、老舗

の社長、ドクター等がゾロッといらっしゃる。

そういう例会に出るのが最初は怖くて怖くて

…。けれども例会に出ていますと「隣に座れ」

等と優しい声をかけて下さるんです。歯科医

の関谷先生は直前まで診療されていますから、

食事というと“クレゾール”の印象がありまし

た。年齢の差を超えて居心地が良くなってき

て、何年か経ちますと不思議な事が起きてき

たのです。

　ゴツゴツした、自分勝手な、時間にルーズな

今までの私が、知らないうちに何となく皆か

ら影響を受けて、柔和になり、時間を守るよ

うになった。結果、得意先からの評判が良い

のです。これはロータリーのお蔭なんですよ。

同じ体験を皆様もされていらっしゃると思い

ます。奥多摩のゴツゴツした石が二子玉川の

河原では丸い石になっている。ロータリーも

同じ。私はこれを“ロータリーマジック”と

言いたいと思います。

　シカゴでＲＣが誕生したのは１９０５年。Ｐ・

ハリスは同業者ではなく、違う職業の人を誘

った。お互いに商売しても悪くないという「互

恵の精神」が長くありました。ところが、フ

レデリック・シェルドンが入会してからは、

ハリスは彼の考え方（「世の中のためにならな

い事で自分の事だけを考えているクラブは必

ず滅びるよ」）に共鳴していくのです。そして

原点の“奉仕”が始まり、「綱領（ｏｂｊｅｃｔ目的）」

が１９１１年の最初の大会で提案され、採択さ

れる。「何か人のために役に立つこともしよ

うよ」ということになったわけです。まさか

全世界で１２０万人のメンバーを抱えるクラブ

になるとは、Ｐ・ハリスは予想していなかった

と思います。

　ところが、２００１年頃を境に古いかたちの

ロータリーからどんどん変化してきました。

ＣＬＰは、ポリオ撲滅、会員増強、ＲＣの公

共イメージを上げること、この３つが重点で、

「職業奉仕」はどうしたのでしょうか。これは

大きな心配です。ＲＩは、ＣＬＰになっても

４本の柱は「職業／社会／国際／クラブ奉仕」

だと言っていますが、ＣＬＰはその組織を全

部取り払って新しい枠組みを作っていこうと

いうものです。それが、これから先のロータ

リー発展のためには良いだろうということな

のです。しかし、果たしてそれが今、機能し

ているでしょうか。

　一時、私はＲＩの役員でしたから、ＲＩの

言う事を皆さんにお勧めしました。特に０７

～０８年度は“Ｒｏｔａｒｙ　Ｓｈaｒｅｓ”という

テーマを掲げたウィルキンソンＲＩ会長の下

で「これはおかしい」と言う立場ではなかった。

しかし数年経ってみますと、やはり今もう一

度立ち止まって、ロータリーの置かれている

現況と姿をよく見て判断していくことが大変

重要なことだと思っているのです。�私は否定

的に言っているのではありません。時代が変

化していますからロータリーも変化するのは

当然です。けれども、どう変化しても根幹に

ある理念は絶対に忘れてはいけないのです。

　嬉しいことに「ロータリーの友」１月号に

ＲＩ長期計画委員の南園氏が書かれています。

これは是非読んで頂きたい。

「ロータリーの中核となる価値観はＳｅｒｖｉｃｅ，

Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ，Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」、そして、

長期計画委員会が初めて取り上げた言葉が、

「Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（高潔性）」。私はこれを読ん

でホッとしたのです。「根幹の考え方は正しい」

と確信しました。この「高潔性」を基に「職

業奉仕」を見直そうという動きなのです。ご

存知の通り、今、職業倫理が地に落ちています。

この言葉が委員会から出たことを大変嬉しく

思っています。

　もう１つ、“リーダーシップ”ということが

取り上げられました。これをＲＣで見直した

ことには大きなわけがあります。

　リーダーに必要なことは、１）相手の話を

よく聴くこと。２）相手を傷つけたり嫌な思

いをさせない、礼儀正しい発言をすること。

…まだいくつもあるのですが一番大事なこと

があるのです。ある“世界のベストセラー”に

書いてあるものをそのまま読ませて頂きます。

「あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕え

る者になりなさい。一番上になりたい者は全

ての人の僕（しもべ）になりなさい。人は仕え

られるためではなくて仕えるために生まれて

きたのです」。

　本当にリーダーになるのはそういう人だと

思います。それをロータリーでは根幹の思想、

理念として取り上げていると信じています。

責任者になるためには、荷物は重いのです。

　今年、地区で一番働いているのは加藤玄静

ガバナーです。人に仕えている。飯能ＲＣで

は木川会長。誠心誠意クラブに尽くしている。

そういうふうに、ロータリーは順々に人を育

てて、自分達が育って、良い環境になって行

くのです。

　ロータリーを私達の力で、魅力ある活力溢

れたクラブにしなければならないのです。そ

れは、理屈を捏ねて理論を振りかざしている

のではなく、自分達が一歩一歩歩くことしか

ないのです。

　あるクラブが会員増強に大成功しました。

それは増強委員長が必死になったのではなく、

クラブ全体のロータリアンがまちに出て、社

会奉仕をしたり、事ある毎に小学生を集めたり、

おもちゃの無い子達におもちゃを贈ったりと

実践していったのです。まちの人がそれを見

ていて、「ロータリークラブって、なかなか素

晴らしい会なんだな」と認めてくれたのです。

増強は強引に説得したりするのではなく、自

分達の姿を見て頂く。そして、我々がクラブ

を活力ある、魅力あるものにするには、新し

い方をどんどん歓迎したい。そして新しい方

と一緒に学びたい、一緒に成長していきたい。

これがロータリーの本当の願いだと思ってお

ります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

雨

当 番 北田君、小崎君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に
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当番　川口君、森君

卓 話「外国人留学生
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・第２５７０地区大会振替休日
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創立４５周年の記念事業として市へ寄付
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　す。お手伝いのご指名がありましたらよろ

　しくお願いしたいと思います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・４／１５（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２２（木）  ４／２７（火）入間南ＲＣとの合同例

　　　　　　会に振替 丸広７階さくら草ホール�

・４／２９（木）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇狭山ＲＣ�

・４／１６（金）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／３０（金）  特別休日（定款６―１―Ｃ）

◇狭山中央ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により例会取止�

◇所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により休会

◇所沢東ＲＣ�

・４／１５（木）  文化フェア「綿菓子販売」

　　　　　　４／３・４振替�

・４／２２（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２９（木）  法定休日�

◇所沢中央ＲＣ�

・４／１９（月）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／３（月）    法定休日�

・５／１７（月）  振替休会５／１５「職業奉仕事業」

　　　　　　富岡製糸工場・行田古墳群見学�

・５／２４（月）  移動例会（新所沢ＲＣと合同例会）�

・５／３１（月）  特別休会（定款６―１―Ｃ）

◇新所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／２７（火）  移動例会�

・５／４（火）    法定休日�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　５／２７（木）日高飯能親睦合同ゴルフコンペ

開催。奮ってご参加下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２７・２８、５／６・８と炉辺会談。組織表

もご用意。欠席の方はご連絡下さい。

◎矢島（高）会員�

　趣味で撮らせて頂いた式典の写真をＢＯＸ

に入れました。よろしくお願い致します。

【出席報告】　※【ＭＵ】なし

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・本日はお世話になります。楽しみにして居

　りました。　　　　　（入間）石川嘉彦様�

・本日はよろしくお願いします。

　（入間）繁田光様、松井秀男様、吉沢誠十様

　　　　大塚拓様、滝沢文夫様、忽滑谷明様

　　　　晝間和弘様、斉藤栄作様�

・石川様ようこそ。よろしくお願い致します。

　本日卓話有難うございます。

　　　　森君、加藤君、大久保君、新井君

　　　　細田（伴）君、矢島（巌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、中里（昌）君�

・入間ＲＣの皆様ようこそ。

　　　　新井君、細田（伴）君、矢島（巌）君

　　　　大木君、中里（昌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、間邉君、森君�

・本日、古希を迎えました。　　　　柏木君�

・結婚記念日お祝有難うございます。

　　　　　　　　　　　  吉田（行）君、杉田君�

・誕生日お祝有難うございます。　　杉田君�

・４５周年のご協力有難うございました。�

　　　　　　　　　　　 ４５周年実行委員会

・４５周年有難うございました。石川パスト

　ガバナー、入間ＲＣさん、ようこそ。�

　　　　　木川君、山川君、吉島君、高橋君

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　山岸君

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君

・出先へ直行のため軽装ですみません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤君

本日計５２，０００円、累計額９７９，１２３円。

◎３１日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　  矢島（巌）ロータリー情報委員長

　Ｓ１４年１２月２日、入間市生まれ。Ｓ３７年、

立教大学理学部物理学科卒業。東和プロジェ

クト（株）代表取締役。職業分類は「無機工業

薬品」古紙の処理に使用する製紙用工業薬品

の製造・販売。Ｓ５５年、入間ＲＣ入会。Ｈ１１年、

ＧＳＥチームリーダー。Ｈ１４年、入間ＲＣ会長。

Ｈ１７年、ガバナー補佐。２００７～０８年度、地区

ガバナーとして１０月３１日、飯能を公式訪問

され前島会員のバッジを着装。車のナンバー

は今も「２５７０」です。団体歴として狭山警察

署協議会会長、入間市国際交流協会理事、入

間狭山警察官友の会理事、等。

　Ｓ３７年に卒業して、

英国の商事会社で楽しい

生活を送っていたのです

が、Ｓ４２年に父の会社が

破綻。私が取締役で入れ

ば債務を３分の２放棄し

てくれるという話でやむ

を得ず帰って来ました。

そして、トラック運転手、溶接、プレス、鉄

板切断等、人の事も気にせず債務返済のため

夢中で仕事をしていたわけです。その頃は自

分勝手な職業生活で時間もルーズ。経費節減

のため、社員には１０人工の仕事を７人工で

やってもらっていました。

　当時、得意先の社長が入間ＲＣのメンバー

で、木曜日になると運転手が社長室の前に車

を横付けするのを見て「ロータリーってすご

い世界なんだろうな」と思っていましたが、

私には無縁の別世界ということで興味はあり

ませんでした。

　債務返済の後、現在の会社を受け持つよう

になって、そこでＲＣ入会のお声が掛かりま

した。初めは辞退申し上げていたのですが、

Ｓ５５年に入会しました。３０年前は入会の

審査基準も厳しかった。そして、名門、老舗

の社長、ドクター等がゾロッといらっしゃる。

そういう例会に出るのが最初は怖くて怖くて

…。けれども例会に出ていますと「隣に座れ」

等と優しい声をかけて下さるんです。歯科医

の関谷先生は直前まで診療されていますから、

食事というと“クレゾール”の印象がありまし

た。年齢の差を超えて居心地が良くなってき

て、何年か経ちますと不思議な事が起きてき

たのです。

　ゴツゴツした、自分勝手な、時間にルーズな

今までの私が、知らないうちに何となく皆か

ら影響を受けて、柔和になり、時間を守るよ

うになった。結果、得意先からの評判が良い

のです。これはロータリーのお蔭なんですよ。

同じ体験を皆様もされていらっしゃると思い

ます。奥多摩のゴツゴツした石が二子玉川の

河原では丸い石になっている。ロータリーも

同じ。私はこれを“ロータリーマジック”と

言いたいと思います。

　シカゴでＲＣが誕生したのは１９０５年。Ｐ・

ハリスは同業者ではなく、違う職業の人を誘

った。お互いに商売しても悪くないという「互

恵の精神」が長くありました。ところが、フ

レデリック・シェルドンが入会してからは、

ハリスは彼の考え方（「世の中のためにならな

い事で自分の事だけを考えているクラブは必

ず滅びるよ」）に共鳴していくのです。そして

原点の“奉仕”が始まり、「綱領（ｏｂｊｅｃｔ目的）」

が１９１１年の最初の大会で提案され、採択さ

れる。「何か人のために役に立つこともしよ

うよ」ということになったわけです。まさか

全世界で１２０万人のメンバーを抱えるクラブ

になるとは、Ｐ・ハリスは予想していなかった

と思います。

　ところが、２００１年頃を境に古いかたちの

ロータリーからどんどん変化してきました。

ＣＬＰは、ポリオ撲滅、会員増強、ＲＣの公

共イメージを上げること、この３つが重点で、

「職業奉仕」はどうしたのでしょうか。これは

大きな心配です。ＲＩは、ＣＬＰになっても

４本の柱は「職業／社会／国際／クラブ奉仕」

だと言っていますが、ＣＬＰはその組織を全

部取り払って新しい枠組みを作っていこうと

いうものです。それが、これから先のロータ

リー発展のためには良いだろうということな

のです。しかし、果たしてそれが今、機能し

ているでしょうか。

　一時、私はＲＩの役員でしたから、ＲＩの

言う事を皆さんにお勧めしました。特に０７

～０８年度は“Ｒｏｔａｒｙ　Ｓｈaｒｅｓ”という

テーマを掲げたウィルキンソンＲＩ会長の下

で「これはおかしい」と言う立場ではなかった。

しかし数年経ってみますと、やはり今もう一

度立ち止まって、ロータリーの置かれている

現況と姿をよく見て判断していくことが大変

重要なことだと思っているのです。�私は否定

的に言っているのではありません。時代が変

化していますからロータリーも変化するのは

当然です。けれども、どう変化しても根幹に

ある理念は絶対に忘れてはいけないのです。

　嬉しいことに「ロータリーの友」１月号に

ＲＩ長期計画委員の南園氏が書かれています。

これは是非読んで頂きたい。

「ロータリーの中核となる価値観はＳｅｒｖｉｃｅ，

Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ，Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」、そして、

長期計画委員会が初めて取り上げた言葉が、

「Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（高潔性）」。私はこれを読ん

でホッとしたのです。「根幹の考え方は正しい」

と確信しました。この「高潔性」を基に「職

業奉仕」を見直そうという動きなのです。ご

存知の通り、今、職業倫理が地に落ちています。

この言葉が委員会から出たことを大変嬉しく

思っています。

　もう１つ、“リーダーシップ”ということが

取り上げられました。これをＲＣで見直した

ことには大きなわけがあります。

　リーダーに必要なことは、１）相手の話を

よく聴くこと。２）相手を傷つけたり嫌な思

いをさせない、礼儀正しい発言をすること。

…まだいくつもあるのですが一番大事なこと

があるのです。ある“世界のベストセラー”に

書いてあるものをそのまま読ませて頂きます。

「あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕え

る者になりなさい。一番上になりたい者は全

ての人の僕（しもべ）になりなさい。人は仕え

られるためではなくて仕えるために生まれて

きたのです」。

　本当にリーダーになるのはそういう人だと

思います。それをロータリーでは根幹の思想、

理念として取り上げていると信じています。

責任者になるためには、荷物は重いのです。

　今年、地区で一番働いているのは加藤玄静

ガバナーです。人に仕えている。飯能ＲＣで

は木川会長。誠心誠意クラブに尽くしている。

そういうふうに、ロータリーは順々に人を育

てて、自分達が育って、良い環境になって行

くのです。

　ロータリーを私達の力で、魅力ある活力溢

れたクラブにしなければならないのです。そ

れは、理屈を捏ねて理論を振りかざしている

のではなく、自分達が一歩一歩歩くことしか

ないのです。

　あるクラブが会員増強に大成功しました。

それは増強委員長が必死になったのではなく、

クラブ全体のロータリアンがまちに出て、社

会奉仕をしたり、事ある毎に小学生を集めたり、

おもちゃの無い子達におもちゃを贈ったりと

実践していったのです。まちの人がそれを見

ていて、「ロータリークラブって、なかなか素

晴らしい会なんだな」と認めてくれたのです。

増強は強引に説得したりするのではなく、自

分達の姿を見て頂く。そして、我々がクラブ

を活力ある、魅力あるものにするには、新し

い方をどんどん歓迎したい。そして新しい方

と一緒に学びたい、一緒に成長していきたい。

これがロータリーの本当の願いだと思ってお

ります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

雨

当 番 北田君、小崎君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

石川嘉彦様

新しい時代のロータリー

第２５７０地区パストガバナー

第２３８４例会
４月２８日（４、水）
当番　川口君、森君

卓 話「外国人留学生

日本語コンテスト入選者スピーチ」

・休会（例会場移転のため）

（NO.46-41)第 2381 例会 2010. 4. 7

・第２５７０地区大会振替休日

（NO.46-43)第 2383 例会 2010. 4.21

創立４５周年の記念事業として市へ寄付



・点　鐘　木川会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　（入間）繁田　光様　 松井秀男様�

　　　　　　　　 吉沢誠十様　 滝沢文夫様

　　　　　　　　 忽滑谷 明様　晝間和弘様

　　　　　　　　 大塚　拓様　 斉藤栄作様

・卓　話　石川嘉彦様�

【会長報告】

　４５周年式典が無事終わりまして有難うご

ざいました。森実行委員長、橋本、細田（吉）

副実行委員長、細田（徳）会員には、表彰状と

共に金一封を差し上げたい気持ちです。また、

式典前日に決まったのですが、東清州メンバ

ーを迎えるため当日、成田に出向いて頂いた

吉田（健）、和泉会員、有難うございました。

「ロータリーとはどんな団体ですか」との問

いに対する模範的文章を報告させて頂きます。

「ロータリーとは、人道的奉仕を行い、ある

いは、職業において高度の道徳的基準を守る

ことを遵守し、かつ、世界における親善と平

和の確立に寄与することを目指した、実業人

および専門職業人が世界的に結び合った団体」。

簡単に言うと「自分を磨き、人を育て、時には

親善行為、ボランティア活動等を行う世界的

な団体」と２行程度に集約されるようです。

それに伴うＲＣ綱領は手帳に書かれている通

り「ロータリーの目的は、それぞれの会員の

企業活動の根本に奉仕理念を置いて、それを

磨き上げること」です。

　綱領第１条「奉仕の機会を得る時には交友

関係を発展させる事」、第２条「社会に奉仕

する機会を得る時には企業と専門職が有する

高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値

あるものと認識し、そして、ロータリー各自

の職業を尊厳するものにする事」、第３条「ロ

ータリーの一人一人が個人として職業人とし

て地域社会の一員として奉仕の理念を実践す

る事」、第４条「奉仕の理念に結ばれた実業

家と専門家の世界的な団体を通して、国際理

解、親善平和を促進する事」。

　なお、綱領を受諾し遵守することを条件に

して入会を認められるという定款上の規則は

現在に至るまで引き継がれております。

【幹事報告】

・東清州ＲＣよりのお土産をお持ち帰り下さい。

�・例会場引越しは橋本会員のご好意によりま

　す。お手伝いのご指名がありましたらよろ

　しくお願いしたいと思います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・４／１５（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２２（木）  ４／２７（火）入間南ＲＣとの合同例

　　　　　　会に振替 丸広７階さくら草ホール�

・４／２９（木）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇狭山ＲＣ�

・４／１６（金）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／３０（金）  特別休日（定款６―１―Ｃ）

◇狭山中央ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により例会取止�

◇所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により休会

◇所沢東ＲＣ�

・４／１５（木）  文化フェア「綿菓子販売」

　　　　　　４／３・４振替�

・４／２２（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２９（木）  法定休日�

◇所沢中央ＲＣ�

・４／１９（月）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／３（月）    法定休日�

・５／１７（月）  振替休会５／１５「職業奉仕事業」

　　　　　　富岡製糸工場・行田古墳群見学�

・５／２４（月）  移動例会（新所沢ＲＣと合同例会）�

・５／３１（月）  特別休会（定款６―１―Ｃ）

◇新所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／２７（火）  移動例会�

・５／４（火）    法定休日�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　５／２７（木）日高飯能親睦合同ゴルフコンペ

開催。奮ってご参加下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２７・２８、５／６・８と炉辺会談。組織表

もご用意。欠席の方はご連絡下さい。

◎矢島（高）会員�

　趣味で撮らせて頂いた式典の写真をＢＯＸ

に入れました。よろしくお願い致します。

【出席報告】　※【ＭＵ】なし

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・本日はお世話になります。楽しみにして居

　りました。　　　　　（入間）石川嘉彦様�

・本日はよろしくお願いします。

　（入間）繁田光様、松井秀男様、吉沢誠十様

　　　　大塚拓様、滝沢文夫様、忽滑谷明様

　　　　晝間和弘様、斉藤栄作様�

・石川様ようこそ。よろしくお願い致します。

　本日卓話有難うございます。

　　　　森君、加藤君、大久保君、新井君

　　　　細田（伴）君、矢島（巌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、中里（昌）君�

・入間ＲＣの皆様ようこそ。

　　　　新井君、細田（伴）君、矢島（巌）君

　　　　大木君、中里（昌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、間邉君、森君�

・本日、古希を迎えました。　　　　柏木君�

・結婚記念日お祝有難うございます。

　　　　　　　　　　　  吉田（行）君、杉田君�

・誕生日お祝有難うございます。　　杉田君�

・４５周年のご協力有難うございました。�

　　　　　　　　　　　 ４５周年実行委員会

・４５周年有難うございました。石川パスト

　ガバナー、入間ＲＣさん、ようこそ。�

　　　　　木川君、山川君、吉島君、高橋君

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　山岸君

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君

・出先へ直行のため軽装ですみません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤君

本日計５２，０００円、累計額９７９，１２３円。

◎３１日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　  矢島（巌）ロータリー情報委員長

　Ｓ１４年１２月２日、入間市生まれ。Ｓ３７年、

立教大学理学部物理学科卒業。東和プロジェ

クト（株）代表取締役。職業分類は「無機工業

薬品」古紙の処理に使用する製紙用工業薬品

の製造・販売。Ｓ５５年、入間ＲＣ入会。Ｈ１１年、

ＧＳＥチームリーダー。Ｈ１４年、入間ＲＣ会長。

Ｈ１７年、ガバナー補佐。２００７～０８年度、地区

ガバナーとして１０月３１日、飯能を公式訪問

され前島会員のバッジを着装。車のナンバー

は今も「２５７０」です。団体歴として狭山警察

署協議会会長、入間市国際交流協会理事、入

間狭山警察官友の会理事、等。

　Ｓ３７年に卒業して、

英国の商事会社で楽しい

生活を送っていたのです

が、Ｓ４２年に父の会社が

破綻。私が取締役で入れ

ば債務を３分の２放棄し

てくれるという話でやむ

を得ず帰って来ました。

そして、トラック運転手、溶接、プレス、鉄

板切断等、人の事も気にせず債務返済のため

夢中で仕事をしていたわけです。その頃は自

分勝手な職業生活で時間もルーズ。経費節減

のため、社員には１０人工の仕事を７人工で

やってもらっていました。

　当時、得意先の社長が入間ＲＣのメンバー

で、木曜日になると運転手が社長室の前に車

を横付けするのを見て「ロータリーってすご

い世界なんだろうな」と思っていましたが、

私には無縁の別世界ということで興味はあり

ませんでした。

　債務返済の後、現在の会社を受け持つよう

になって、そこでＲＣ入会のお声が掛かりま

した。初めは辞退申し上げていたのですが、

Ｓ５５年に入会しました。３０年前は入会の

審査基準も厳しかった。そして、名門、老舗

の社長、ドクター等がゾロッといらっしゃる。

そういう例会に出るのが最初は怖くて怖くて

…。けれども例会に出ていますと「隣に座れ」

等と優しい声をかけて下さるんです。歯科医

の関谷先生は直前まで診療されていますから、

食事というと“クレゾール”の印象がありまし

た。年齢の差を超えて居心地が良くなってき

て、何年か経ちますと不思議な事が起きてき

たのです。

　ゴツゴツした、自分勝手な、時間にルーズな

今までの私が、知らないうちに何となく皆か

ら影響を受けて、柔和になり、時間を守るよ

うになった。結果、得意先からの評判が良い

のです。これはロータリーのお蔭なんですよ。

同じ体験を皆様もされていらっしゃると思い

ます。奥多摩のゴツゴツした石が二子玉川の

河原では丸い石になっている。ロータリーも

同じ。私はこれを“ロータリーマジック”と

言いたいと思います。

　シカゴでＲＣが誕生したのは１９０５年。Ｐ・

ハリスは同業者ではなく、違う職業の人を誘

った。お互いに商売しても悪くないという「互

恵の精神」が長くありました。ところが、フ

レデリック・シェルドンが入会してからは、

ハリスは彼の考え方（「世の中のためにならな

い事で自分の事だけを考えているクラブは必

ず滅びるよ」）に共鳴していくのです。そして

原点の“奉仕”が始まり、「綱領（ｏｂｊｅｃｔ目的）」

が１９１１年の最初の大会で提案され、採択さ

れる。「何か人のために役に立つこともしよ

うよ」ということになったわけです。まさか

全世界で１２０万人のメンバーを抱えるクラブ

になるとは、Ｐ・ハリスは予想していなかった

と思います。

　ところが、２００１年頃を境に古いかたちの

ロータリーからどんどん変化してきました。

ＣＬＰは、ポリオ撲滅、会員増強、ＲＣの公

共イメージを上げること、この３つが重点で、

「職業奉仕」はどうしたのでしょうか。これは

大きな心配です。ＲＩは、ＣＬＰになっても

４本の柱は「職業／社会／国際／クラブ奉仕」

だと言っていますが、ＣＬＰはその組織を全

部取り払って新しい枠組みを作っていこうと

いうものです。それが、これから先のロータ

リー発展のためには良いだろうということな

のです。しかし、果たしてそれが今、機能し

ているでしょうか。

　一時、私はＲＩの役員でしたから、ＲＩの

言う事を皆さんにお勧めしました。特に０７

～０８年度は“Ｒｏｔａｒｙ　Ｓｈaｒｅｓ”という

テーマを掲げたウィルキンソンＲＩ会長の下

で「これはおかしい」と言う立場ではなかった。

しかし数年経ってみますと、やはり今もう一

度立ち止まって、ロータリーの置かれている

現況と姿をよく見て判断していくことが大変

重要なことだと思っているのです。�私は否定

的に言っているのではありません。時代が変

化していますからロータリーも変化するのは

当然です。けれども、どう変化しても根幹に

ある理念は絶対に忘れてはいけないのです。

　嬉しいことに「ロータリーの友」１月号に

ＲＩ長期計画委員の南園氏が書かれています。

これは是非読んで頂きたい。

「ロータリーの中核となる価値観はＳｅｒｖｉｃｅ，

Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ，Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」、そして、

長期計画委員会が初めて取り上げた言葉が、

「Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（高潔性）」。私はこれを読ん

でホッとしたのです。「根幹の考え方は正しい」

と確信しました。この「高潔性」を基に「職

業奉仕」を見直そうという動きなのです。ご

存知の通り、今、職業倫理が地に落ちています。

この言葉が委員会から出たことを大変嬉しく

思っています。

　もう１つ、“リーダーシップ”ということが

取り上げられました。これをＲＣで見直した

ことには大きなわけがあります。

　リーダーに必要なことは、１）相手の話を

よく聴くこと。２）相手を傷つけたり嫌な思

いをさせない、礼儀正しい発言をすること。

…まだいくつもあるのですが一番大事なこと

があるのです。ある“世界のベストセラー”に

書いてあるものをそのまま読ませて頂きます。

「あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕え

る者になりなさい。一番上になりたい者は全

ての人の僕（しもべ）になりなさい。人は仕え

られるためではなくて仕えるために生まれて

きたのです」。

　本当にリーダーになるのはそういう人だと

思います。それをロータリーでは根幹の思想、

理念として取り上げていると信じています。

責任者になるためには、荷物は重いのです。

　今年、地区で一番働いているのは加藤玄静

ガバナーです。人に仕えている。飯能ＲＣで

は木川会長。誠心誠意クラブに尽くしている。

そういうふうに、ロータリーは順々に人を育

てて、自分達が育って、良い環境になって行

くのです。

　ロータリーを私達の力で、魅力ある活力溢

れたクラブにしなければならないのです。そ

れは、理屈を捏ねて理論を振りかざしている

のではなく、自分達が一歩一歩歩くことしか

ないのです。

　あるクラブが会員増強に大成功しました。

それは増強委員長が必死になったのではなく、

クラブ全体のロータリアンがまちに出て、社

会奉仕をしたり、事ある毎に小学生を集めたり、

おもちゃの無い子達におもちゃを贈ったりと

実践していったのです。まちの人がそれを見

ていて、「ロータリークラブって、なかなか素

晴らしい会なんだな」と認めてくれたのです。

増強は強引に説得したりするのではなく、自

分達の姿を見て頂く。そして、我々がクラブ

を活力ある、魅力あるものにするには、新し

い方をどんどん歓迎したい。そして新しい方

と一緒に学びたい、一緒に成長していきたい。

これがロータリーの本当の願いだと思ってお

ります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

雨

当 番 北田君、小崎君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に
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石川嘉彦様

新しい時代のロータリー

第２５７０地区パストガバナー

第２３８４例会
４月２８日（４、水）
当番　川口君、森君

卓 話「外国人留学生

日本語コンテスト入選者スピーチ」

・休会（例会場移転のため）

（NO.46-41)第 2381 例会 2010. 4. 7

・第２５７０地区大会振替休日

（NO.46-43)第 2383 例会 2010. 4.21

創立４５周年の記念事業として市へ寄付



・点　鐘　木川会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　（入間）繁田　光様　 松井秀男様�

　　　　　　　　 吉沢誠十様　 滝沢文夫様

　　　　　　　　 忽滑谷 明様　晝間和弘様

　　　　　　　　 大塚　拓様　 斉藤栄作様

・卓　話　石川嘉彦様�

【会長報告】

　４５周年式典が無事終わりまして有難うご

ざいました。森実行委員長、橋本、細田（吉）

副実行委員長、細田（徳）会員には、表彰状と

共に金一封を差し上げたい気持ちです。また、

式典前日に決まったのですが、東清州メンバ

ーを迎えるため当日、成田に出向いて頂いた

吉田（健）、和泉会員、有難うございました。

「ロータリーとはどんな団体ですか」との問

いに対する模範的文章を報告させて頂きます。

「ロータリーとは、人道的奉仕を行い、ある

いは、職業において高度の道徳的基準を守る

ことを遵守し、かつ、世界における親善と平

和の確立に寄与することを目指した、実業人

および専門職業人が世界的に結び合った団体」。

簡単に言うと「自分を磨き、人を育て、時には

親善行為、ボランティア活動等を行う世界的

な団体」と２行程度に集約されるようです。

それに伴うＲＣ綱領は手帳に書かれている通

り「ロータリーの目的は、それぞれの会員の

企業活動の根本に奉仕理念を置いて、それを

磨き上げること」です。

　綱領第１条「奉仕の機会を得る時には交友

関係を発展させる事」、第２条「社会に奉仕

する機会を得る時には企業と専門職が有する

高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は全て価値

あるものと認識し、そして、ロータリー各自

の職業を尊厳するものにする事」、第３条「ロ

ータリーの一人一人が個人として職業人とし

て地域社会の一員として奉仕の理念を実践す

る事」、第４条「奉仕の理念に結ばれた実業

家と専門家の世界的な団体を通して、国際理

解、親善平和を促進する事」。

　なお、綱領を受諾し遵守することを条件に

して入会を認められるという定款上の規則は

現在に至るまで引き継がれております。

【幹事報告】

・東清州ＲＣよりのお土産をお持ち帰り下さい。

�・例会場引越しは橋本会員のご好意によりま

　す。お手伝いのご指名がありましたらよろ

　しくお願いしたいと思います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・４／１５（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２２（木）  ４／２７（火）入間南ＲＣとの合同例

　　　　　　会に振替 丸広７階さくら草ホール�

・４／２９（木）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇狭山ＲＣ�

・４／１６（金）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／３０（金）  特別休日（定款６―１―Ｃ）

◇狭山中央ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により例会取止�

◇所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／４（火）    法定休日により休会

◇所沢東ＲＣ�

・４／１５（木）  文化フェア「綿菓子販売」

　　　　　　４／３・４振替�

・４／２２（木）  ４／１７・１８地区大会に振替�

・４／２９（木）  法定休日�

◇所沢中央ＲＣ�

・４／１９（月）  ４／１７・１８地区大会に振替

・５／３（月）    法定休日�

・５／１７（月）  振替休会５／１５「職業奉仕事業」

　　　　　　富岡製糸工場・行田古墳群見学�

・５／２４（月）  移動例会（新所沢ＲＣと合同例会）�

・５／３１（月）  特別休会（定款６―１―Ｃ）

◇新所沢ＲＣ�

・４／２０（火）  ４／１７・１８地区大会に振替

・４／２７（火）  移動例会�

・５／４（火）    法定休日�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　５／２７（木）日高飯能親睦合同ゴルフコンペ

開催。奮ってご参加下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２７・２８、５／６・８と炉辺会談。組織表

もご用意。欠席の方はご連絡下さい。

◎矢島（高）会員�

　趣味で撮らせて頂いた式典の写真をＢＯＸ

に入れました。よろしくお願い致します。

【出席報告】　※【ＭＵ】なし

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・本日はお世話になります。楽しみにして居

　りました。　　　　　（入間）石川嘉彦様�

・本日はよろしくお願いします。

　（入間）繁田光様、松井秀男様、吉沢誠十様

　　　　大塚拓様、滝沢文夫様、忽滑谷明様

　　　　晝間和弘様、斉藤栄作様�

・石川様ようこそ。よろしくお願い致します。

　本日卓話有難うございます。

　　　　森君、加藤君、大久保君、新井君

　　　　細田（伴）君、矢島（巌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、中里（昌）君�

・入間ＲＣの皆様ようこそ。

　　　　新井君、細田（伴）君、矢島（巌）君

　　　　大木君、中里（昌）君、細田（吉）君

　　　　市川（洋）君、田辺君、間邉君、森君�

・本日、古希を迎えました。　　　　柏木君�

・結婚記念日お祝有難うございます。

　　　　　　　　　　　  吉田（行）君、杉田君�

・誕生日お祝有難うございます。　　杉田君�

・４５周年のご協力有難うございました。�

　　　　　　　　　　　 ４５周年実行委員会

・４５周年有難うございました。石川パスト

　ガバナー、入間ＲＣさん、ようこそ。�

　　　　　木川君、山川君、吉島君、高橋君

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　山岸君

・早退。　　　　　　　　　　　　　服部君

・出先へ直行のため軽装ですみません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤君

本日計５２，０００円、累計額９７９，１２３円。

◎３１日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　  矢島（巌）ロータリー情報委員長

　Ｓ１４年１２月２日、入間市生まれ。Ｓ３７年、

立教大学理学部物理学科卒業。東和プロジェ

クト（株）代表取締役。職業分類は「無機工業

薬品」古紙の処理に使用する製紙用工業薬品

の製造・販売。Ｓ５５年、入間ＲＣ入会。Ｈ１１年、

ＧＳＥチームリーダー。Ｈ１４年、入間ＲＣ会長。

Ｈ１７年、ガバナー補佐。２００７～０８年度、地区

ガバナーとして１０月３１日、飯能を公式訪問

され前島会員のバッジを着装。車のナンバー

は今も「２５７０」です。団体歴として狭山警察

署協議会会長、入間市国際交流協会理事、入

間狭山警察官友の会理事、等。

　Ｓ３７年に卒業して、

英国の商事会社で楽しい

生活を送っていたのです

が、Ｓ４２年に父の会社が

破綻。私が取締役で入れ

ば債務を３分の２放棄し

てくれるという話でやむ

を得ず帰って来ました。

そして、トラック運転手、溶接、プレス、鉄

板切断等、人の事も気にせず債務返済のため

夢中で仕事をしていたわけです。その頃は自

分勝手な職業生活で時間もルーズ。経費節減

のため、社員には１０人工の仕事を７人工で

やってもらっていました。

　当時、得意先の社長が入間ＲＣのメンバー

で、木曜日になると運転手が社長室の前に車

を横付けするのを見て「ロータリーってすご

い世界なんだろうな」と思っていましたが、

私には無縁の別世界ということで興味はあり

ませんでした。

　債務返済の後、現在の会社を受け持つよう

になって、そこでＲＣ入会のお声が掛かりま

した。初めは辞退申し上げていたのですが、

Ｓ５５年に入会しました。３０年前は入会の

審査基準も厳しかった。そして、名門、老舗

の社長、ドクター等がゾロッといらっしゃる。

そういう例会に出るのが最初は怖くて怖くて

…。けれども例会に出ていますと「隣に座れ」

等と優しい声をかけて下さるんです。歯科医

の関谷先生は直前まで診療されていますから、

食事というと“クレゾール”の印象がありまし

た。年齢の差を超えて居心地が良くなってき

て、何年か経ちますと不思議な事が起きてき

たのです。

　ゴツゴツした、自分勝手な、時間にルーズな

今までの私が、知らないうちに何となく皆か

ら影響を受けて、柔和になり、時間を守るよ

うになった。結果、得意先からの評判が良い

のです。これはロータリーのお蔭なんですよ。

同じ体験を皆様もされていらっしゃると思い

ます。奥多摩のゴツゴツした石が二子玉川の

河原では丸い石になっている。ロータリーも

同じ。私はこれを“ロータリーマジック”と

言いたいと思います。

　シカゴでＲＣが誕生したのは１９０５年。Ｐ・

ハリスは同業者ではなく、違う職業の人を誘

った。お互いに商売しても悪くないという「互

恵の精神」が長くありました。ところが、フ

レデリック・シェルドンが入会してからは、

ハリスは彼の考え方（「世の中のためにならな

い事で自分の事だけを考えているクラブは必

ず滅びるよ」）に共鳴していくのです。そして

原点の“奉仕”が始まり、「綱領（ｏｂｊｅｃｔ目的）」

が１９１１年の最初の大会で提案され、採択さ

れる。「何か人のために役に立つこともしよ

うよ」ということになったわけです。まさか

全世界で１２０万人のメンバーを抱えるクラブ

になるとは、Ｐ・ハリスは予想していなかった

と思います。

　ところが、２００１年頃を境に古いかたちの

ロータリーからどんどん変化してきました。

ＣＬＰは、ポリオ撲滅、会員増強、ＲＣの公

共イメージを上げること、この３つが重点で、

「職業奉仕」はどうしたのでしょうか。これは

大きな心配です。ＲＩは、ＣＬＰになっても

４本の柱は「職業／社会／国際／クラブ奉仕」

だと言っていますが、ＣＬＰはその組織を全

部取り払って新しい枠組みを作っていこうと

いうものです。それが、これから先のロータ

リー発展のためには良いだろうということな

のです。しかし、果たしてそれが今、機能し

ているでしょうか。

　一時、私はＲＩの役員でしたから、ＲＩの

言う事を皆さんにお勧めしました。特に０７

～０８年度は“Ｒｏｔａｒｙ　Ｓｈaｒｅｓ”という

テーマを掲げたウィルキンソンＲＩ会長の下

で「これはおかしい」と言う立場ではなかった。

しかし数年経ってみますと、やはり今もう一

度立ち止まって、ロータリーの置かれている

現況と姿をよく見て判断していくことが大変

重要なことだと思っているのです。�私は否定

的に言っているのではありません。時代が変

化していますからロータリーも変化するのは

当然です。けれども、どう変化しても根幹に

ある理念は絶対に忘れてはいけないのです。

　嬉しいことに「ロータリーの友」１月号に

ＲＩ長期計画委員の南園氏が書かれています。

これは是非読んで頂きたい。

「ロータリーの中核となる価値観はＳｅｒｖｉｃｅ，

Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ，Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ」、そして、

長期計画委員会が初めて取り上げた言葉が、

「Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（高潔性）」。私はこれを読ん

でホッとしたのです。「根幹の考え方は正しい」

と確信しました。この「高潔性」を基に「職

業奉仕」を見直そうという動きなのです。ご

存知の通り、今、職業倫理が地に落ちています。

この言葉が委員会から出たことを大変嬉しく

思っています。

　もう１つ、“リーダーシップ”ということが

取り上げられました。これをＲＣで見直した

ことには大きなわけがあります。

　リーダーに必要なことは、１）相手の話を

よく聴くこと。２）相手を傷つけたり嫌な思

いをさせない、礼儀正しい発言をすること。

…まだいくつもあるのですが一番大事なこと

があるのです。ある“世界のベストセラー”に

書いてあるものをそのまま読ませて頂きます。

「あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕え

る者になりなさい。一番上になりたい者は全

ての人の僕（しもべ）になりなさい。人は仕え

られるためではなくて仕えるために生まれて

きたのです」。

　本当にリーダーになるのはそういう人だと

思います。それをロータリーでは根幹の思想、

理念として取り上げていると信じています。

責任者になるためには、荷物は重いのです。

　今年、地区で一番働いているのは加藤玄静

ガバナーです。人に仕えている。飯能ＲＣで

は木川会長。誠心誠意クラブに尽くしている。

そういうふうに、ロータリーは順々に人を育

てて、自分達が育って、良い環境になって行

くのです。

　ロータリーを私達の力で、魅力ある活力溢

れたクラブにしなければならないのです。そ

れは、理屈を捏ねて理論を振りかざしている

のではなく、自分達が一歩一歩歩くことしか

ないのです。

　あるクラブが会員増強に大成功しました。

それは増強委員長が必死になったのではなく、

クラブ全体のロータリアンがまちに出て、社

会奉仕をしたり、事ある毎に小学生を集めたり、

おもちゃの無い子達におもちゃを贈ったりと

実践していったのです。まちの人がそれを見

ていて、「ロータリークラブって、なかなか素

晴らしい会なんだな」と認めてくれたのです。

増強は強引に説得したりするのではなく、自

分達の姿を見て頂く。そして、我々がクラブ

を活力ある、魅力あるものにするには、新し

い方をどんどん歓迎したい。そして新しい方

と一緒に学びたい、一緒に成長していきたい。

これがロータリーの本当の願いだと思ってお

ります。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

雨

当 番 北田君、小崎君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に
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土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男
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石川嘉彦様

新しい時代のロータリー

第２５７０地区パストガバナー

第２３８４例会
４月２８日（４、水）
当番　川口君、森君

卓 話「外国人留学生

日本語コンテスト入選者スピーチ」

・休会（例会場移転のため）

・第２５７０地区大会振替休日

創立４５周年の記念事業として市へ寄付


