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“ 奉仕を通じて平和を ”

田 中 作 次
鈴 木 秀 憲

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

第

例会

例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

ロータリー理解推進月間

晴
安 藤 泰 雄

島 田 秀 和
当 番 橋本君、平沼君

・点 鐘 安藤会長
・ソング 手に手つないで
・ビジター（日高ロータリークラブ１
６名の皆様）
犬竹一浩様、小坂雅彦様、小峰政夫様、
清水佳代子様、清水敬一郎様、鈴木敏藏様、
高木泰文様、土肥紋子様、花家孝之様、
引間 豊様、古本良子様、堀口洋一郎様、
松本乙彦様、松本恭三様、
山本英勝様、
吉田雄二様（あいうえお順）
・卓 話 中村靖治様
【会長報告】
引間会長はじめ日高ＲＣの皆様ようこそお出で
頂きました。日高は本年３０周年。益々発展され、
共に今後も歩んでいけたらなと思っております。
１／２７木川会員の介護老人保健施設「小江戸
の郷」竣工式典に多くの会員と出席。誠におめで
とうございます。立派な施設を拝見し、会員一同
たいへん嬉しく感じた事と思います。
４月、米国本部で規定審議会が開催。２月に
国内で事前会議が開かれますが、ご意見があり
ましたら２／１０までにクラブでまとめ、地区事務
所に連絡致します。私までお尋ねください。
【幹事報告】
・２／６第９回役員会１１時半
・小久保会員より１／３０付で休会届（３／３
１
まで病気療養）
。心配しております。
・日高３０周年記念事業、
銅像の粘土の状態の
写真を鈴木委員長よりお預かりしました。
１月にクラブとしてお祝いさせて頂きまし
たが、本日は個人寄付を受け付けております。

◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・２／７（木） 会場変更 安川電機 武蔵クラブ
◇新所沢ＲＣ
・２／１９（火） 移動例会
・３／１２（火） 振替休会 ３／９ＩＭ参加
・３／１９（火） 移動例会
・３／２６（火） 振替休会 所沢中央と合同
◇所沢東ＲＣ
・２／７（木） 夜間創立記念例会へ変更 セレス所沢
・２／２８（木） ２／２７（水）企業見学振替
・３／１４（木） ３／９ＩＭ振替
・３／２８（木） 夜間親睦例会へ変更 ボウリング大会
◇所沢中央ＲＣ
・２／１１（月） 例会取消 法定休日
・２／１５（金） 創立記念例会（感謝をこめて）
点鐘１８：３０ 菊寿司
・２／１８（月） 振替休会 創立記念例会２／１５
・３／１１（月） 振替休会 ３／９ＩＭ参加
・３／２５（月） 振替休会 ３／３０新所沢と合同
観桜会 ミューズ第２管理棟

◎日高ＲＣ清水敬一郎出席
・
プログラム委員長ご挨拶
【委員会報告】
◎国際奉仕委員会
新井君
国際大会のリスボンから一寸外れ６／１６～２３
３まで。
ロシアへ行く事になりました。
申込みは２／１
深夜まで白夜が続くコース。資料は私までご請求
下さい。
日高の方も是非ご一緒にと思っております。
【セミナー報告】
◎ロータリー情報委員会
木川君
ロータリー・リーダーシップ研究会で使用した
「評
価表」
を配付。ご協力頂ける方は事務局に提出を
お願いします。３月に結果を発表。今後、クラブ運
営に携わる会員のデータを作りたいと思います。
◎会報・広報委員会
雨間君
広報公共イメージ委員会
１／１９東松山・紫雲閣、
セミナーに出席。
委員長の話：公共性の高い社会

／国際奉仕事業を年度を越えて実施する事が大
切。協賛金を出すだけでなく地区住民や社会と
一緒に行う。
マスコミ、インターネットを活用して
理解してもらう。また、ディスカッションの際に、
震災後、東北の会員は減ったが、全国の会員から
のいろいろな支援に感動した企業が入会、数は
それほど減っていないとの報告がありました。
【出席報告】無断欠席なし

（忠）出席委員長
中里

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１／１９（地区）吉島君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日は大勢でお世話になります。
高林謙三銅像の建立
に対する御協力有難うございます。
日高ＲＣ一同
・国際ロータリークラブ研修リーダー中村様、本日はお
世話になります。
よろしくお願い致します。
新井君
矢島
（高）
君、藤原君、
中里
（昌）
君、吉田
（健）
君、高橋君
・日高ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。 大木君
中里
（昌）
君、吉田
（健）
君、神田
（康）
君、新井君、矢島
（巌）
君
平沼君、大附君、
半田君、市川
（洋）
君、間邉君、田辺君
高橋君、和泉君、矢島
（高）
君、杉田君、
中里
（忠）
君、前島君
神田
（敬）
君、安藤君、吉田
（武）
君、山川君、島田君、小川君
・老健川越市小江戸の郷の竣工パーティーに有難うご
ざいました。御礼申し上げます。
木川君
・ようやっとゴルフで優勝でき、
ドラコンも２つ取れまし
た。
吉田
（健）
君
・遅刻
小 君
・早退
和泉君、矢島
（高）
君
本日計４９，
０００円、累計額７６０，
６１０円。
◎６日例会当番は半田、服部会員です。
【卓
話】
講師紹介
木川パスト会長
１
９
７
９年
（第２
７
７
０地区）
吉川ＲＣ入会。
９１
‐９２年、
第２１代
クラブ会長。
０７
‐
０８年、地区ガバナー。
０８
‐
１０年、国際ロ
ータリー研修リーダー。
第２
８
４
０地区
（群馬）
、第２
６
０
０地区
（大阪）
。
１２年～現在、第２
６
１
０地区
（石川、富山）
でＲＩ会長
代理。
１３年、リスボン国際大会推進委員会委員に所属。
職業は不動産賃貸業です。

善き仲間と共に
２００８‐２０１０年 国際ロータリー研修リーダー

中 村 靖 治 様（吉川ＲＣ）
お隣
「埼玉南東」
から、
こちら
「埼玉西北」
地区へ参りまし
た。
２０数年前は
「２５７地区」
で一緒。
その前は千葉、東京
も一緒でした。日高の過半数の会員の方がお越しになっ
ており感激しております。私は「ロータリーは出会い」だと
思っておりますから、例会を通してたくさんの方と知り合
う事が私達の希望だと思います。
１週間前、アウンサンスーチー氏が国を出てハワイに
向かう姿が報道されていました。
田中作次が主催する国際
ロータリーの平和会議に出席するためと、
アナウンサーも
ちゃんと読んでおりました。
さすがＲＩと思った次第です。
田中は私の地区から出ました。
６月にリスボン国際大
会を開催します。
ロシア辺りで止まっても、
「あのリスボンで
今、国際大会をやっているんだ」という事は頭に置いて
頂きたい。
うちの地区から４０７名が行く予定。日本では一
番、次が東京で３００名。
私は日本で２人の推進委員とし
て「中村、
３０００名連れて来いよ」と言われているのです。
田中さんは目標はいつも高い所に置きます。
「低い設定の
目標なんてつまらないよ」と。現在１
７００名が日本では登
録されているところです。
「奉仕を通じて平和を」
。安藤会長は
「奉仕出来る喜び」
。

「親睦と奉仕」
。このバランスの
よいロータリー活動がベストか
なと思っております。
昨年度１１月、ベルリンの壁
の所で第１回平和会議をやっ
た。先週はパールハーバーのハ
ワイで第２回。第３回は５／１７
から広島に皇太子をお呼びして
開催したい。
日本からＲＩ会長が
誕生したのは３０年振り。ＲＣが
誕生して今年で１０７年です。２
年前、
ＲＩ研修リーダーの時、
田中さんはＲＩ会長エレクト。
サンディエゴ国際協議会分科会で私はスピーチしました。
「二度と無い人生だから一輪の花にも無限の愛を注いで
いこう。一羽の鳥の声にも無心の耳を傾けていこう…これ
は私の大好きな坂村真民先生の歌です。どんな小さな生
き物や植物にも優しさをもって接していこう。小さな事に
も心を配ろう。
人生は一度きりだから。
小さな事を大切に
する事により人生は充実し心豊かになるでしょう。これは
ロータリーにも通じる事だと思います。私達はどんな小さ
な事にも奉仕の気持ちをもって接していきたいものです。
どんな小さな事でも良い。自分に出来るものを探して何
かをしよう。
そこにロータリーの花が咲きます。
ロータリー
を通して永遠の友情と限りない奉仕の心を分かち合いま
しょう。私達はロータリーに入会する時、必ず、素晴らし
い才能をもった紹介者によってロータリアンになる事が
出来ます。
私の紹介者も素晴らしい才能をもった人でした。
世界一ごみの少ない町にすると宣言して会員と共に８年
前から活動を始めました。同時にこの運動を進めるため
イベントの開催や、
市長、
市議と一緒にお願いに参りました。
雨の日も風の強い日も、車に衝突する危険も顧みず、一
生懸命、毎週町のごみを拾い続けました。その後、彼の
素晴らしい行動に賛同した多くのＲＣはじめ市内５８の各
種団体が、世界一ごみの少ない町を目指して、
５年前から
行動を開始しています。私にロータリーの心を教えてくれ
たロータリアンは２０１２‐
１３年度のＲＩ会長に就任します。
その人の名前は田中作次さんです」
。
田中さんは新潟から出て来て、荷車をお母さんと引き
ながら野菜、紙を売っていた。キャッチフレーズは「トイ
レットペーパー１個でもどんな時間でも運びます」
。
丁稚
時代から勉強、会社を起こし東証に上場させたのです。
学校は出ていない、英語はしゃべれない。ただ出来る事
は全て受けた。
ＮＯは絶対言わなかった。
自分への挑戦、
試練だと思って受ける。それによって自分が高められる。
ＲＣがやっている事、決して悪いはずはない。全て自分に
与えられた仕事は受けようとずっと受けて来られた。あの
人の本を読むと「６時半起床、食事、英語の勉強…夜９
時半、神様に感謝、
１０時“熟睡”」
との事。
「ＲＣで一生懸
命やっていればきっとお前の事を認めてくれる人が居る
し、
いろんな出会いがたくさんあるから」
と言われました。
私は小さな仕出し屋でＲＣに食事を運んでいた。ある
日、長老の方から「お前も入ったらどうだ」と言われたが、
親父は「旦那方に食事を出している倅を同じ席で食わせ
るわけにはいかない」とずっと断っていた。
３４歳の時、あ
る方から「ロータリーには上も下も無いんだ。
“世の中に
何かお役に立ちたい”という気持ちさえあれば誰でも入
る事が出来る。奉仕の心があるかどうかの問題だよ」と
話をされ入会を決めました。初めて皆と食事をし、年配の
方から
「中村君、
これから君は僕達の仲間だからね」
と手を
置いて言われた時の感動は３５年経っても忘れません。
与えられた仕事に対し一歩前に出るといろんな方との
出会いがあって楽しいと思うが一歩下がってしまうとＲＣ
は実につまらない。いろんな事も言われる。
しかし、一歩
出て一生懸命お互いに話をすると心を許してくれる。これ
がＲＣの良いところかなと思います。
ＲＣは１００年を過ぎても「超我の奉仕」を第一標語と
しています。誰も自分が一番可愛いが、一人では生きてい
けないのだから、世の中に対して良い事をしよう。これが
「奉仕の理想」だと田中は言っております。他人のために
尽くし、地域社会に尽したい。国際社会に尽したい。
ロシアへ行かれても、
トランジット等で会うかもしれま
せん。
その時には「やあ」と応えて頂ければと思います。
※次週の例会案内は省略。

