ガバナー 公式訪問
クラブ 協議会
と き
ところ

飯能ロータリークラブ 日高ロータリークラブ
●飯能ＲＣ
和泉由起夫会長
細井ガバナーは地区目標を１９の標語で結ん
でおられます。福澤諭吉が作成したとされる７
則から成る「福澤心訓」
。作者が諸説あります。
このうち５、
７則が
「職業奉仕」
の理念にぴった
り合う事に気付きました。
一、世の中で一番尊い事は、人の為に奉仕して
決して恩にきせない事です。これは「超我の奉
仕」「みんなのためになるかどうか」に似てい
ると思います。
一、世の中で一番悲しい事は、うそをつく事で
す。これは「真実かどうか」に当てはまる。ポ
ール・ハリスの著書の中で「四つのテスト」を
実践された方が潰れかけた会社を建て直したと
いう記事が載っていた事を思い出します。
細井Ｇは地区目標「中核的価値観の模範を示
し、活動の全てを倫理的に行う」という項目の
中に先程の高潔性という価値観を挙げておられ
ます。中核的価値観の共通価値観である「親
睦」
「高潔性」
「多様性」
「奉仕」
「リーダーシップ」の
中から高潔性を挙げられたわけは、１）ロータ
リーの目的、ロータリアンの行動規範、四つの
テストを実践する、２）Ａ．
Ｆ．
シェルドンの職
業奉仕哲学を学ぶ、の２つに分けられた事でよ
く分かりました。シェルドンの経営学に基づく
著書『奉仕理念』に、
「奉仕の哲学」を科学的に
理解した卓越した奉仕と正当な報酬との関係に
ついて、
「火と熱との関係」
と同じだとあります。
弱い火は弱い熱、強い火は強い熱をもたらす。
同様に、人間の取引の場面ではどんな事業であ
れ有用な努力、卓越した奉仕は原因であり、正
当な報いは結果であると謳われています。少な
い奉仕には少ない報酬。
「最もよく奉仕する者
最も多く報いられる」のモットーが、ＲＣの２
つの理念の１つ「職業奉仕」の理念であり、
もう
１つは、他人のために尽くす、
「超我の奉仕」の
モットーで表現されております。
「人道的奉仕
理念」を細井Ｇは
「奉仕理念の実践」
の項目で謳
っておられます。２０１０年より確立されてき
て、細井Ｇも踏襲されておられるＲＩ戦略計画
の３つの柱「クラブのサポートと強化」
「人道的
奉仕の重点化と増加」
「公共イメージと認知度の
向上」
。このＲＩ戦略計画をみんなで一緒に実
行しようとテーマに掲げられました。これを少
しでも具象化出来ればと、本年度の方針に盛り
込みました。
「クラブのサポートと強化」には、
１）委員会活動はまず本人が楽しむ事から。
２）面白くて為になる例会と卓話。３）気分と
足が自然に例会場に向かうような気概をみんな
で共有。４）プログラムの充実で出席率の向上
と知識を高める。５）
趣味を楽しむ。ロータリー

を楽しむ。６）例会に出席することで本人の人
間性と人格を高めよう。７）ロータリーの主体
は地域のクラブ。８）個性あってこそ地域のク
ラブ。
「人道的奉仕の重点化と増加」
には、
１）他
人の事を思いやり他人のために尽くす人道的奉
仕に心掛ける。２）四つのテストの実践。３）
地区目標の推進。
「公共イメージと認知度の向
上」には、１）奉仕プロジェクト推進で地域社
会との交流で公共イメージの向上を目指す。
２）プログラムや奉仕活動の中でメディアが関
心ある活動は何かを考察する。３）飯能クラブ
の「公共イメージ」は新会員の増強活動にも繋
がる。４）My Rotaryへの登録、推奨。こうし
た目標を実践していきたいと考えております。
●クラブ奉仕委員会
増島宏徳委員長
委員は私と中里忠夫さんです。細井Ｇがおっ
しゃったようにサービスは
「人のためになる行為」
。
Club Service is the hub of the club wheel, it
is the smooth functioning of this part of a
Rotary club that moves the club forward.と言
っている人も居ます。水村部門委員長は
「クラブ
の効果的な運営のために活動する委員会です」
と言っています。会長、
関連委員会と相談、
協力
しながら、
増強、
例会の活性化と出席率向上、
公
共イメージと認知度の向上等の事業を行いた
い。
中里（忠）委員は地区の会員増強委員ですので
地区の情報を提供して頂き、より充実した事業
を進めていきたい。
私は一昨年も委員長でした
が、今、クラブの自主性・自立性が無くなってき
ていて、
トップダウンにＲＩがいろいろ押し付
けてくるようになった。
１９１０年のＡ．
Ｆ．
シェル
ドンの言葉「He Profits most who serves his
fellows best」
を変えたものが、
１９５０年、
「Service
above self」
と共にモットーとして認められたが
８９年、
女性会員を入れるため
「He Profits most
who serves best」
はモットーから外される。
とこ
ろが、Vocational Serviceは日本人に合っており
ＲＣはステータスだったため、
０４年にHe→They、
２０１０年にOneとなり、
モットーとなった。私が
嬉しかったのは細井Ｇが
「He」
をそのまま使って
おられた事。やはりシェルドンの事をよく知っ
ていらっしゃるので原文を使って頂いたのだと
思います。
ＲＣの成り立ちは１９０５年２月２３日
木曜日に４人が集まって出来た。
clubから始ま
ったのです。そのclubが１９１２年に集まって
association of rotary clubsになり、それがい
つの間にか１９２２年にＲＩとされてしまった。
clubという言葉が無くなってしまったのです。
ボトムアップが無くなってきた。クラブを大切
にして欲しい、クラブの自立性・自主性をもう
一回戻して欲しいというのが願いであります。

●職業奉仕委員会
矢島 巌委員長
委員は木川一男さん、
大野康さん。入会して３０
年位経ちます｡
「職業奉仕はＲＣの金看板」
「ＬＣ
はWe ServeだがＲＣはI Serveだ」
というような言
葉を最近あまり聞かなくなったと思っていたと
ころ、
細井Ｇは
「職業奉仕が非常に大事」
と、
職奉
に関する部分が多くを占めていたように感じま
した。与えられた仕事、自分の事業を一生懸命
やる事がロータリアンにとって非常に大事とつ
くづく感じているところです。そのような思い
で
「四つのテスト」
の唱和をお願いしていますが
本年度は英語バージョンです。外国ではどのよ
うに唱和しているのでしょうか。職奉月間に地
区委員長卓話を予定。ここ数年実施しておりま
せんでした職場見学、本年度はムーミンのテー
マパーク
「メッツア」
を予定
（来春）
。細田建設を
中心に地元の皆様にもお世話になりながらＪＶ
で工事しております。その他、職奉に関する事
業を一生懸命務めさせて頂きたいと思います。
●社会奉仕委員会
吉田行男委員長
委員は細田伴次郎さん、
半田武さん。
地区研修
協議会で３つの柱
「さきたま古墳群世界遺産化」
「アイバンク登録推進」
「ブライダル」
を研修しま
した。３つを頭に入れつつ、飯能としてはより
多くの市民に認知して頂く事をメインに、諸先
輩方が各所に設置してこられたＲＣ関連の看板
を再調査、
再整備、
まちづくりで使用した
「絵馬
案内板」
の作り直し等、
市民と密着した社奉活動
を第一にさせて頂きたい。地区ブライダル委員
会への協力参加、面白くてためになる担当例会
を目指して内容を詰めて参りたい。３人で一生
懸命やりますのでご協力お願い致します。
●国際奉仕委員会
藤原秋夫委員長
委員は吉田健さん、
沢辺瀞壱さん。
「国際ロー
タリアン」
はもっと国際奉仕をするべきでは、
と
感じながらここ５年位やっています。４年前か
らベトナムの高校にＰＣを寄贈。１３―１４年・吉
田（武）年度に３人で視察。考えた事は、
現地でい
ろいろな要望を聞いてからやらないとなかなか
出来ないという事と、やるに当たっては皆様の
大事なお金が行くわけですから、現地で受け取
る側がきちんとしていなければいけないという
事です。
１４―１５年・山川年度、
タイホア省トース
ン県のレイロイ高校にＰＣ２０台、
プリンター２
台、同省エンディン県のチャン・アンチェン高校
にＰＣ１０台、
プリンター１台を寄贈。
「省」
は日
本の
「県」
、
「県」
は
「市」
で、
タイホア県の２市の高
校に寄贈したという事です。１６―１７年・小川年
度、
チャン・アンチェン高校に追加１０台、
プリン
ター１台、マイ・アン・トアン高校にＰＣ２０台、
プリンター２台を寄贈。
現在、
計６０台。あと４０
台程を希望しています。５年前の委員会予算は
２０万位で、
地区へ納める分を除くとほとんど残
らない状態でした。今はＰＣを贈るという事で
約５０万円の予算を組んでもらっています。大
きいようですが、例会の時にでもお話して、ど
ういう形の予算を組んでいくか考えていきた
い。半分以上を例会に使っているという事は
我々のお腹の中に半分以上の予算が入っている
という事です。今後とも力を入れてやっていき
ますのでよろしくお願いしたいと思います。
●青少年奉仕委員会
伊澤健司委員長
平沼雅義委員と担当。五大奉仕の一翼を担っ
ており、次世代の若者の多様なニーズ
（健康、
人
間の価値、
教育、
自己開発等）
を認識し、
青少年の
将来への一助となれるよう、関係諸団体と協力
連携しながら務めたい。地区の高校生社会体験
活動支援委員会に出向。高校生の中途退学防止

の取り組みとして、地域企業に協力を頂き、就
労体験で社会性やコミュニケーション力を身に
付けさせ、
自己有用感、
学習意欲を高め、
生きる
力を育成する事で魅力ある高校生活の実現を図
り、中途退学の防止に役立てるよう活動してい
ます。今年度、
地区の組織編制で委員会が職奉
部門に組み込まれたため、職奉の行事も併せて
行っています。
８／１９職奉部門セミナー、
基調講
演
「職業奉仕はロータリーの根幹か～日本のＲＣ
１００周年に向けて考えたい事」
ビジョン策定特
別委員会・本田博己委員長
（前橋ＲＣ）
。
今後、
職奉
委
「出前セミナー」
を予定。９月
「基本的教育と識
字率向上月間」
に教育長・今井直己様の卓話
「次
世代を担う子ども達のために」
。ご指導ご鞭撻
を賜りながら責務を全うするよう頑張ります。
◎細井ガバナー講評
年度初めの目標と経緯。PlanしてDoを始めて
CheckしながらDoしながら、そしてまたAction
というところで、良いご報告を頂きました。和
泉会長は見識の深いところでＲＩ会長や私の方
針も交えて年度計画を立てて頂きました。高潔
性、
四つのテスト、
職業奉仕に力を入れ、
ハーバ
ートＪ．
テーラーのクラブ・アルミニウムの話も
ありました。シェルドンの理念がテーラーに影
響しています。
１９２９年、
米国は恐慌に入り、
ニ
ューディール政策等ありましたが約１０年間は
点ではなく、
失われた１０年間であったわけです。
その中でもロータリアンの企業は職業奉仕理念
を遂行し倒産が少なかったようです。根本が非
常によろしいのでしょうか。
ご遂行お願いします。
増島委員長は、
１９０５年に始まり、
２２年、
ＲＩに、
等、
歴史を述べられた。
ポールは
「淋しかった」
か
ら仲間での親睦が始まったのですが、それが変
遷してきた。原点に帰り、
私もOneとかTheyでは
なくHeでよろしいのではという気持ちではあり
ました。
矢島委員長、
英語バージョンの四つのテ
ストは非常に新しい。ポールも言っています、
「１０００人のロータリアンが居たら１０００通りの
考えがあってよい」
。
大本の思いやり、
人のため
になる行為。それさえあれば良いと私見ですが
思います。ムーミンのテーマパーク、
センセーショ
ナルな事になるのかなとドキドキです。吉田委員
長、
「面白くてためになる」
のは根本。それに向か
って看板や絵馬の案内板をバージョンアップし
て頂ければ私も嬉しいです。藤原委員長、
予算
が足らない事は認識しております。描きながら
実際に具体的にしてPlan→Do→Check→Action
で実践されている。
これを推奨して頂きたい。
地
区国奉部門でも結構やっていますのでご一緒に
勉強しながらやって下さい。補助金でモタつい
ていて申し訳ない。グローバル補助金の利用で
３万ドル以上の事業も出来ます。一緒に有効な
事業を推進したいと思います。伊澤委員長は本
田ＰＧのお話を熱心に聴いて頂いた。出前セミ
ナーも頑張って頂きたい。
（中略）
お金を集めて
「奉仕、
奉仕」
という人道的奉仕団体の位置づけ
が大きかったが、
「事業・専門職業・地域社会のリ
ーダー」
として高潔性をもって、
生きて仕事を全
うしているＲＣの公共イメージを上げていく事
が求められています。
ＲＣは「時代に追いついて
いかなければ、
時代に適応しなければ、
将来への
備えが出来ていなければならない」
。
皆が元気で
明るく楽しく、
２回ではなく４回も５回もやれる
ようなクラブがよろしいのかなと思うわけです。
皆様のご意見を拝聴して、
前ガバナー、
前々ガバ
ナー、
次のエレクト、
ノミニーと長期計画を立
て、より良いＲＣにして参りたいと思います。
今後もご指導ご協力をお願い申し上げます。

