
【ガバナー公式訪問】飯能・日高合同例会
　　　　　　　　　ホテルヘリテイジ飯能ｓｔａ．

・点　鐘　田辺会長（飯能）
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト
・ビジター　国際ロータリー 第２５７０地区
          ２０２０－２１年度ガバナー
　　　　　　相原茂吉様（川越ＲＣ）
　　　　　第３グループガバナー補佐
　　　　　　西澤長次様（新狭山ＲＣ）
　　　　　地区幹事　  坂口　孝様（川越ＲＣ）
　　　　　 地区副幹事  和田尚也様（川越ＲＣ）
・記念卓話　相原茂吉様

【会長報告】
◎田辺会長（飯能）：第２５７０地区ガ
バナー相原茂吉様、御一行の皆様、
ようこそお出で下さいました。入会
３年未満の会員とガバナーとの懇談
会が先程、有意義に行われました。
　夢を実現する：ある小学６年生の

作文がある。「僕の夢は一流のプロ野球選手にな
る事です。そのためには中学、高校と全国大会に
出て活躍しなければなりません。活躍出来るよ
うになるためには練習が必要です。僕は３歳の
時から練習を始めています。３歳から７歳まで
は半年位やっていましたが３年生の時から今ま
では３６５日中３６０日は激しい練習をやってい
ます。だから１週間で友達と遊べるのは５、６時
間です。そんなに練習をやっているのだから必
ずプロの野球選手になれると思います。そして
その球団は中日ドラゴンズか西武ライオンズで
す。（中略）僕が一流の選手になって試合に出ら
れるようになったらお世話になった人に招待券
を配って応援してもらうのも一つの夢です。と
にかく一番大きな夢は野球選手になる事です」。

作者は鈴木一朗。大リーガーとなったイチローは
引退会見で「悔いなどあろうはずがありません」
と述べた。彼の資質は所謂天才。しかしその作文
が夢を実現する上で大事なものが何かを語って
いる事も事実。第一に自分の夢に対していささ
かも迷いが無い。夢を素直に信じている。夢に対
して本気、本腰。次に、自らの夢に対して代償を
進んで支払おうとする気持ちが強い。激しい練習。
友達と遊ぶのは１週間で５、６時間。そう言い切
る言葉に少しの悔いも未練も無い。「夢を見る事
は重荷を負う事だ」と松下幸之助氏は言ったそ
うだが、その事を既に体得している感がある。
最後に、お世話になった人への報恩の心をもっ
ている。ロータリアンとして考えさせられる。
夢をもち、夢を実現すべく燃える事が出来るの
は生物の中で人間だけ。天から預かったこの能
力をフルに発揮する人生を送りたいものです。
◎長谷川会長（日高）：１４名での参加です。開催に

当たり田辺会長はじめ多くの方々の
ご協力に感謝申し上げます。ヘリテイ
ジ様にも安全対策をしっかりとって
頂いた事に感謝申し上げます。この
会が有意義な会であります事を祈念
しまして挨拶に代えさせて頂きます。

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク
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【幹事報告】　　　　　　　　 （飯能）森幹事
　コロナ対策を最優先に運営しており、高齢の方、
体調が悪いという方は遠慮なく欠席して頂いて
大丈夫です。欠席扱いには致しません。都内の大
きな会議に参加等の場合も２週間程様子を見て
頂きたい。理由を言って頂ければ会長に伝えま
す。９／２７地区セミナー：講演「資本主義の変遷
と渋沢栄一」万全の対策の下で開催との事です。
　【ロータリー財団・米山記念奨学の表彰】
★相原ガバナーより贈呈
・ベネファクター　矢島　巌会員
・マルチプル・ポールハリスフェロー
　（３回）大木重雄会員 （３回）田辺　實会員
・ポールハリスフェロー （１回）森　健二会員

・マルチプル・米山功労者
　（２回）吉田武明会員 （２回）矢島高明会員
　（２回）髙橋　弘会員
・米山功労者
　（１回）前島宏之会員 （１回）本橋　勝会員

　
　
　
　

【出席報告】ＭＵ・無届欠席０神田（敬）出席向上委員長
　
　
　
　
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・相原ガバナー様、本日はよろしくお願い致します。
　 田辺会長、髙橋会長エレクト、矢島（高）副会長
　　　　　　　　　　　　 森幹事、本橋ＳＡＡ
・新型コロナ拡大の中、会員の皆様にはガバナー訪問
　例会にご出席ご協力、有難うございました。田辺君
・相原ガバナーはじめ地区の皆様、本日はよろ
　しくお願い致します。　　　　　　　小川君
本日計１６，０００円、累計額１９０，０００円。
◎２６日例会当番は加藤、増島会員です。
　【記念卓話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　田辺会長
　１９５４年生まれ、６５歳。慶應義塾大学商学部
卒業。「埼玉糧穀（株）」他３社の代表取締役社長。
公職として関東大豆卸商組合連合会会長、（一社）
霞ヶ関カンツリー倶楽部理事他。ＲＣ歴は０５年、
川越ＲＣ入会。１５年、クラブ会長。１８年、ガバ
ナーエレクトとなられ、今年度ガバナーに就任。

　

　

　コロナが再び猛威を振るい始めておりますが、

まずは本日こうし
て公式訪問が出
来、本当に良かっ
たなぁというふう
に思います。
　１１回目の公式
訪問。本日は創立
５７年の名門・飯能
ＲＣと、新鋭・長谷
川会長率いる日高
ＲＣの合同例会。
飯能には細井年度
に一緒に補佐を務
めた大先輩の木川
さん、同じく元補

佐の中里（昌）さんがいらっしゃいます。両クラ
ブの錚々たる方々を前に若輩のガバナーがＲＣ
を語る事は非常におこがましいと存じますが、
お役目という事でよろしくお願い申し上げます。
　まずは、田辺会長率いる飯能ＲＣにおかれま
しては早々に８名の増強をされたとの事、心よ
り感謝申し上げます。コロナによる会員の退会
を心配しておりましたが、田辺会長はエレクト
の時から活動を開始して下さったとの事。本当
に頭の下がる思いでございます。
　ガバナーの最も重要な役目・公式訪問で行う
べき事は、ＲＩ会長のテーマと趣旨、地区テーマ
と方針をお伝えし、クラブの活性と会員のモチ
ベーションを上げる事です。今年度のＲＩ会長
ホルガー・クナーク氏（ドイツ人、不動産業を営む
６７歳）のテーマは Rotary Opens Opportunities

「ロータリーは機会の扉を開く」です。人生には
多くの可能性が満ち溢れています。それらを掴
むにはいろんなアプローチの仕方があるでしょ
う。でも、チャンスは待っていて訪れるものでは
なく、自ら行動し掴み取るOpportunityです。
奉仕の理念の下、多様性に溢れるＲＣにはさま
ざまな価値観があり、それは無限への招待でも
あります。是非ＲＣの扉を開き、豊かで幸せな人
生を掴んで下さい。このように私は理解してい
ます。川越ＲＣに入会以来、私も本当に多くの機
会に恵まれました。紹介者の手前、初めは適当に
やっていたのですが、親睦、広報委員等の役を与
えられ、仲間と一緒に炉辺会合や親睦ゴルフ等
を楽しむうち、知らず知らずのうちに親しい友
人の輪が出来、その中にしっかりと入っている
自分が居りました。そして当初考えもしなかっ
たガバナーまで拝命し、神様のいたずらという
か何かの巡り合わせを感じております。
　７月の就任前に行う３大研修のうち、２、３月
の「地区チーム研修セミナー」と「ＰＥＴＳ」は出来
たのですが、４月に予定していた「地区研修協議
会」は残念ながら開催出来ませんでした。会長
幹事、委員長、地区委員全員が揃って次年度の方
針を把握し士気を高める重要な会議で、西澤ガ
バナー補佐を中心に綿密な計画を立てて準備し
ていたのですが、その頃からあらゆる活動の自
粛が始まりました。緊急事態宣言、学校の休校、
甲子園、オリンピック、ＲＣの地区大会も中止。
新年度はどうなるのかと気を揉んでおりました
が、各地区で例会が何とか始まりました。補佐５
人とＺооｍで会議を開いているのですが、埼玉
の北と南でかなり温度差があり、都内に近い所は
自粛の一方、本庄、深谷等、北の方は対策を十分
にとった形で通常例会が行われています。公式
訪問は各クラブの実状に沿って行っている現状
です。今は１１月の地区大会をどのようにやった
らいいかという事で頭を悩ませております。

相 原 茂 吉 様（川越ＲＣ）

国際ロータリー第２５７０地区 ガバナー２０２０－２１年度
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　ガバナーの役目はＲＩ細則第１６条に謳われ
るように地区とクラブの活性化です。コロナの
影響でロータリアンの気持ちが離れ、多くの人
が退会してしまうのではと心配しておりまし
た。孟子に「恒産無くして恒心無し」一定の職
業、物質面の安定が無ければ正しく、落ち着いた
心をもつ事が出来ない、との格言もあります。
ロータリアンは職業を基本としており、経済的、
精神的ダメージを受けていらっしゃる方も多い
と思います。７／１現在、地区会員数は１５６２名。
男性１４６７名、女性９５名。前年比で約５０名が
退会。しかしその後、飯能を中心に約１５～２０名
が入会され、現在は１５７０名台。私の心配はほぼ
杞憂で、ほとんどの会員が残られた。この事実は
ＲＣの魅力以外の何ものでもないと思います。
　ある会長は「年度計画書」に「人々をＲＣに引
きつけるのは友情と人脈づくりの機会です」と
記されました。田辺会長にはＲＩ会長テーマに
基づいた私の地区テーマを本当によくご理解頂
いています。田辺会長は「価値観を共有する仲間
を増やす事が未来への一歩であり『我等のロー
タリー』である」とされ、３つの重要項目を設定。
特に第３の「仲間づくり」は「会員の友情を深め、
連帯感を育み自己の職業を通して奉仕活動をす
る」「地域の人々に広く理解を深め、会員の行動
姿勢に共鳴する人々、志を共にする職業人で仲
間づくりをする」と明確にビジョンを設定。事業
方針も非常に具体性がある。例会時の席次変更、
スピーチのあり方、原則制服着用等、例会を重ん
じるＲＣの原点をしっかりと表現されておられ
る。「クラブ戦略計画委員会」の７項目にも実現
性、具体性があり、実際に行動され既に成果も上
げていらっしゃいます。１０名単位、５グループ
の会員増強チームについては本当にすごいなぁ
というふうに感じました。日高の長谷川会長は
清水委員長と共に一致団結、チームワークを重
要視しながら“ONE TEAM”で活動されるとの事。
このような、両会長をはじめとする皆さんの強
い思いが退会を防いだのだと思います。
　ＲＣは多様性に富み、思いは人さまざまだと
思いますが、根底にあるのは１１５年前にポール・
ハリスがＲＣを始めた原点、つまり、荒廃した社
会における人と人との心の絆です。ＲＣは多くの
賛同者の下、巨大化し国際組織に発展しました。
同時に、価値観の多様化が進み、統一ルールの必
要から定款細則が定められ、時代時代に適応す
るように変化して来ました。ポール・ハリスも
１９２３年には既に「ＲＣは変化しなければなら
ない。時には革新的にならなければならない」と
言っております。しかし何と言っても不変のもの
は「親睦」と「奉仕の理念」だと思っております。
　あるクラブの会長方針に、茶道の「相客に心せ
よ」という言葉が紹介されていました。調べまし
たら千利休「利休七則」の第７で、どんなに良質
の素材を用いて最善の方法で作り丁寧に点てた
としても心が無ければ単なる嗜好品で終わって
しまう。心とは、同じ場所に居合わせた人に対し
ての気遣い、思いやり。これが茶の湯の真髄であ
る、とありました。「一期一会」生涯に一回しか
無い茶会と思い、主客共に誠意をもって真剣に
行う…この精神にも相通じます。「ロータリーの
目的」第１項は「知り合いを広めることによって
奉仕の機会とすること」です。出会いを大切に。

「一期一会」。奉仕の理念とは、相手を思いやり
他人のために尽くす事であります。
　私は食品大豆や酪農関係の仕事をしているの
ですが、今の働き方改革とは全く無縁の会社
で、業界は超が付く程の成熟産業。しかも会社の

あり方は完全に昭
和の精神を引きず
っております。な
ので、プライベー
トに価値観を置く
若い人には全く受
け入れられませ
ん。今回コロナで
環境は多少変わっ
てきましたが、生
き残るためには就
業規則等の改革が
必要な会社の一つです。どうすれば社員のモチ
ベーションを維持する事が出来るのか。散々悩
んだ末、私は最近、社員に「皆は仕事を通じて社
会に奉仕しているのだ」と、シェルドンの職業奉
仕の理念について話すようになりました。２つ
のモットー“Service Above Self”と“One 
Profits Most Who Serves Best”（最もよく奉仕
する者、最も多く報いられる）。お客様に仕事を
通じて奉仕する事で初めて大きな見返りがあ
る。お金を得るために仕事するのは当たり前。
そこに、相手のため、相手に喜ばれるという発想
をもつ。すると全く仕事の角度が変わってくる。
どうすれば相手に喜ばれるかを常に考えている
と仕事のやり方が変わり、自分自身の向上に繋
がり、人格や人生観の向上に繋がってくる、と。
私自身、初めてシェルドンの奉仕哲学を読んで
納得しました。近江商人の「三方よし」も理念は
同様。現代のＣＳＲ（企業の社会的責任）も昔から
言われてきた事なのだと感じました。私はＲＣ
の扉を開く事で、シェルドンの奉仕理念と

“Service Above Self”という２つの大切な事を
学び、働く事の価値、職業奉仕の理念を社員に
説くリソース（資源）を得る事が出来たのです。
　７月、私は京セラの稲盛和夫会長（８５歳）の
ＤＶＤを観ておりました。６０年前に「京都セラ
ミック（株）」を創業し、１兆５千億の企業に育て
上げ、他に、ＫＤＤＩの創業、ＪＡＬ再建、「盛和塾」
立ち上げと、今も産業界全体にわたって精力的
に指導を行っていらっしゃいます。その稲盛氏
が最も大切にされているのが「利他の心」だそう
です。「利他」を常に意識すると運が好転し、人格
をつくり上げ、顔付きも変わってくる。そして会
社は一層強くなり安定してくると何度も述べて
おられました。「リーダーにとって一番大事な事
は？」との問いに、ゆっくりと噛み締めるように

「それは能力や才能ではない。思いやりの心です」
とおっしゃっていました。慈悲の心に満ち溢れ
たような人柄を映像からも感じました。「三方よ
し」「相客」「利他」全てに共通する事は、他人を
思いやる心であります。
　ガバナーエレクトの義務研修で、今年１月に
約１０日間、米国サンディエゴに参りました。
世界中から５３０名のエレクトとそのパートナー、
研修リーダー、スタッフと、総勢１５００名が集ま
る盛大な国際協議会でした。
　今はエレクト、ノミニー共に決まっていますが
最近まで当地区ではガバナーの成り手が見つか
らず、国際協議会の時に日本の全３４地区でノ
ミニーが決まっていなかったのは当地区だけで
した。パストガバナーによる指名委員会から

「次は何としても川越から出せ」との強い要望が
あり、川越ＲＣ９５名で揉めに揉めて、ついに私に
お鉢が回ってきたのであります。ガバナーをお
引き受けした理由の一つは日頃お世話になって
いる川越の立原パストガバナーの「相原、お前や
れ」との半ば強制的な圧力と、もう一つは私の父



です。父は１９７７年、まだ埼玉が１つの地区だっ
た頃にガバナーを務め、本当に心からＲＣを愛
しておりました。私自身もＲＣのお蔭で娘の縁
談等、さまざまな恩恵に与っていました。実は私
はその父の実子ではなく養子なのであります。
ガバナーを引き受ける事が養子の務めであり恩
返しのような気がしたのです。なので私は、今ま
での多くのガバナーのように余裕があって大所
高所からその責務を担うのではなく、日々厳し
い商売の現場に直面しながら一喜一憂している
ガバナーなのであります。そして「ガバナーなん
かとんでもない」と猛反対だった妻を何とか説
得して国際協議会に参加したのであります。
　成田で一緒になった同期のガバナーエレクト
は３４名。率先してガバナーになった人は居らず
皆断り切れずに戦々恐々としてやって来た人達
ばかりでした。特に印象に残っているのは、人工
透析を１５年もやっている九州の方で、ドクター
同伴で来られていました。また、秋田の僧侶の方
は穏やかで優しい人柄なのですが、７８という年
齢から言って海外の、それもホテルに缶詰めの
研修は本当にしんどそうでした。
　息が詰まるような１週間の完璧な缶詰め研修
も終わってみれば同期のエレクト達との連帯感
と、苦行を乗り越えたような達成感が得られ、心
配は自信と熱意に変わっていました。皆ＲＣに
燃え始めたのであります。ガバナーエレクトと
いう立場が私にその機会を与え、その扉の向こ
うではただの海外旅行ではあり得ない、ＲＣで
なければ出来ない体験が出来ました。その研修
は私にＲＣの新しい扉を開いてくれたのです。

“世界のＲＣ”を実感しました。
　皆さんは社会的に成功された地域のリーダー
で、人生において達成感、満足感はそれなりに多
いと思います。同時に、背負っている悩みや責任
も間違いなく大きいと思います。エレクト達は
初めは仕方なく恐る恐るサンディエゴに来た。
しかし帰る時には「我々は仲間なんだ」という絆
が深まり共通の連帯感が生まれていた。ＲＣに
拒否反応を示していた妻ですら同期の夫人との
LINEのやりとりが今では本当に楽しそうです。
コロナでＲＣどころじゃないと思ってもやっぱ
りＲＣの仲間は大切。例会が休会してもＲＣの
仲間とはいつも一緒。何故なら楽しいからです。
田辺会長が目指しておられるように、会員が寛
容の精神と倫理観をもって行動すれば、クラブ
はもちろんの事、自分自身の質の向上は間違い
ありません。それが正にＲＣの魅力であると私
は確信しています。
　今、ロータリアンの健康と安全を最優先する
ＲＩからはあらゆる活動の自粛を要請されてい
ます。ＲＩ役員の立場としてガバナーはどうあ

るべきか。活性化と自粛。オンラインだけではど
うしても思いや空気が伝わりません。政府も、
経済と国民の健康、どっちを優先するのか非常
に混乱しているようです。ガバナーの役目はク
ラブの支援。しからば退会防止も役目の一つと
思い、「こういう時だからこそＲＣ」と思って頂け
るように、私はＤＶＤを作りました。内容は、
ＲＣを心から愛し人生の指針としていた父の話
です。YouTubeで配信しており、「ガバナー相原
茂吉」で検索すると出て参ります。いろんな受け
取りがあると思いますが「そうか、だから今ＲＣ
なんだ」と思って頂けましたら望外の光栄です。
是非ご覧になって下さい。
　同じ価値観や心配事をもった仲間同士が知り
合い、友達となり、ＲＣの魅力を享受し、結果、人
生を豊かにする。この事がＲＣで最も意義のある
事だと私は思います。奉仕活動はその方便のよ
うな気がします。コロナによる大きなダメージ
にもかかわらず、多くの会員がそのまま会員で
居てくれました。これは皆さんの心の根底に、
ＲＣを通じた友情や友愛があるからこそと思い
ます。経済が右肩上がりの時代の予測や考え方
はもう通用しなくなりました。これから訪れる
であろう予測のつかない時代。ニューノーマル。
ウィズコロナ。長い年月、ロータリアンは人道的
奉仕や世界平和のために行動して参りました。
先人達の高潔な志をもった行動を何としても継
続していきたい。新型コロナで社会が大きく変
化してしまった中、ＲＣは時代にどう即し、どう
生き残っていくのか。こんな時に同じような立
場で同じような価値観をもった仲間がいる事は
この上なく心強い事です。悩みや苦労を分かち
合い、一緒にお互いの知恵を絞っていく。厳しい
時代になり、難しい課題があっても一緒に乗り
越えていく仲間がいる。これこそＲＣがもつ最大
の価値だと思います。人生には価値観を共有す
る友人が必ず必要です。居ると居ないのとでは
人生が大きく変わります。米山梅吉翁も、人間、
肉体上は第一に食物を必要とするが如く、精神
上は最も友人を必要とする、と言われました。
地域のリーダーの皆さんが背負っている責任、
悩み事、心配は大きいと思います。だからＲＣ
なのです。ロータリアン同士は価値観が共有出
来ます。結果、人生が一層豊かになると私は確信
しております。是非ＲＣの扉を開き、友人をもっ
ともっとつくって下さい。Let’s make fellows!
です。
　最後に、ＲＩ会長のＤＶＤをご覧頂きたいと
思います。　　　　　　　　〈ＤＶＤ鑑賞〉
　ＲＩは今、非常に危機感をもっております。
それはパンデミックで深刻さを増し、ＲＩ会長
は「太陽が出ているうちに屋根を修理しなけれ

ばならない」と言われています。
そんな中、田辺、長谷川両会長
は既に屋根を修理され、盤石な
５年後を迎えられようとしてい
ます。そして、いよいよ女性のＲＩ
会長が誕生しそうであります。
カナダ人女性、ジェニファー・
ジョーンズ氏がノミネートされ
ており、対抗者が無ければ１０／１
に決定されます。
　大きな変化の時代、皆さんと
価値観を共有し一緒に生き残っ
て頑張って参りたい。
　甚だ雑駁ではございますが、
スピーチとさせて頂きます。
　どうも有難うございました。




