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   国際ロータリー第2790地区第12分区 
 

松戸北ロータリークラブ 

2017－2018年度 

四つのテスト 

 

言行はこれに照らしてから 

１・真実かどうか 

２・みんなに公平か 

３・好意と友情を深めるか 

４・みんなのためになるかどうか 

 

 

第2163回 例会 2017年7月19日(水) 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101   

047-711-5950 / 047-711-5910   

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長 イアン H.S. ライズリー 

■第2790地区ガバナー      寺嶋 哲生 

■ 第 1 2 分 区 ガ バ ナ ー 補 佐  安 蒜 俊 雄 

■松戸北ロータリークラブ会長  平田  洋一 

■松戸北ロータリークラブ幹事 大川 高明 



 

 

 

 

＜会長挨拶：平田洋一会長＞    

みなさんこんにちは、 

本日は、安蒜ガバナー補佐と蔵本ガバナー補佐幹事の御臨席を賜りクラブ協議会を

開催いたします。目的は、8月9日（水曜日）に行う、ガバナー公式訪問の予行練習

となります。本日のクラブ協議会は各委員長による事業計画の発表をお願いした

後、安蒜ガバナー補佐より総評をお願いする様な流れとなっています。安蒜ガバ

ナー補佐におかれましては、ご指導を宜しくお願い申し上げます。 

 

また、並木研修リーダーがわが北クラブのために、圡屋パストガバナーを卓話に呼んでいただきまし

た。内容の濃い例会と協議会になればと思います 

 

 話は変わりますが、当社の取引先が６月１４日に倒産したと弁護士から通達が来ました。 

昨日、その会社の専務が来社して説明がありました。内容は、社長自身の不注意で大怪我をしたのが

原因だそうです。会社は元々３年ほど前からきびしい状態だったようで、がんばって立て直しをして

いる最中の事故という事でした。その社長自身は自己破産したようですが当社には一切の被害はあり

ませんでした。大怪我や自己破産したにもかかわらず、自らの事よりも取引先に迷惑をかけないとい

う行動力や考え方に感銘を受けました。 

 ここで大事なことは、ロータリアンは日々の仕事を通して生きる力の根本である自らの道徳的能力

を高め、それを社会に反映させることを責務と考えて努力しているということです。すなわち、ロー

タリアンは日常の職業活動を通して、自分の職場の従業員、取引先の人達やその関係者、ひいては地

域社会の人達の模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を向上させることに努めているので

す。このような仕事の仕方をロータリーでは、職業奉仕と呼んでいます。皆さんが真のロータリアン

であるか否かは、皆さん自身とその職場が社会の模範となるように努力することを自己の責務と考え

ているか否かにかかっているのです。 

私自身も職業奉仕をしっかりやり、怪我や病気に気をつけないといけないのだと肝に銘じています。 

 

＜幹事報告：大川高明会員＞ 
 

◆前年の青木ガバナーよりお礼状が届いております。 

◆九州北部豪雨災害に対する義援金のお願いが来ております。8/2（水）の理事会で検討し 

 結果を報告いたします。」 

               

  

                                                   WEEKLY  REPORT 
 

 
＜第２１６３回：例会プログラム＞  

 

12:30 点鐘                   平田洋一会長 

    ロータリーソング斉唱      【♪我等の生業】 

12:33 お客様紹介                高橋一彦会長エレクト 

12:35 会食 

13:00  例会再開 

       会長挨拶・報告               平田洋一会長 

    幹事報告                 大川高明幹事 

13:00 ガバナー補佐訪問【挨拶】       安蒜俊雄ガバナー補佐 

13:00 パストガバナー卓話         圡屋亮平パストガバナー 

13:25 委員会報告】 

        ■社会奉仕委員会  社会奉仕基金発表  渕上啓太委員長 

    ■ニコニコ委員会  本日のニコニコ発表 中原光男委員長 

13:30 点鐘                       平田洋一会長  

13:35 クラブ協議会開催     
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＜７月の諸事お祝い：出席・親睦活動委員会：正司進委員長＞ 

 

 

 

  夫 人 誕 生 日  

小林辰幸会員（美恵様)７月２５日   

＜ニコニコ委員会：中原光男委員長＞ 

■安蒜俊雄ガバナー補佐：平田会長、大川幹事はじめ会員諸兄がすばらしい 

        ロータリーライフを過ごされますようご祈念申し上げます。 

■小林弘会員：圡屋パストガバナー、安蒜ガバナー補佐本日は暑い中大変ご苦 

       労様です。安蒜補佐におかれましては、健康に留意されまして 

       一年間頑張って下さい。 

■小林辰幸会員：妻の誕生祝いありがとうございます。 

講演の要旨は「世の中には、換えては、ならないもの。換えなければ、ならないもの」が在ります。

「織物に例えますと、織物には縦糸と横糸があります。縦糸と云うものは、無地であり強靭であり、

普段は外からは見る事は出来ません。又見える様では、布地はボロボボロで、役立ちません。 

其れに対し、横糸と云うものは美しく彩られ、その時代、時代に即応して艶やかであり、華やかでな

ければなりまん。しかし、このきらびやかさや、美しさも、外目には見えない強靭な縦糸と言う裏付

けがあってこそ、映えるのです」と述べられました。 

私は地区協議会で、この『縦糸と横糸』の話を引用致しまして、ロータリーには縦糸と横糸が存在し

ます。ロータリーに於ける縦糸とは、『綱領』即ち『ロータリーの理念』であります。 

理念、には確固たる『理念、の強靭さ』が必要であり、個々の会員が誇りを以て心にシッカリと秘

め、積極的に実践する強靭さが要求されます。 

此れに対しロータリーの横糸とは『諸々の奉仕の手法』であります。時代の要請に即応して華やかで

あり、艶やかでなければなりません」と説きました。 

当時、あれ程に強く訴えた横糸であるべき各クラブ独特の奉仕は、その個性的艶やかさは薄れ、RIで

作成された画一的奉仕一色に甘んじていないでしょうか? 

強靭であるべき筈の、綱領が蔑ろにされ、縦糸の使命も心細くなって来て居ることを、危倶せずには

居られません。綱領が難解であると言われる箇所は、率直に言って『奉仕の理想』で在りましょう。

『奉仕の理想、』を『奉仕の理念』と言い換えたからと言って、判り易くなったと言える訳は在りま

せん。私の様な古い口ータリアンは先輩ロータリアン達から、理屈抜きで『奉仕の理想』とは『相手

に対する思い遣りの心』と教えられました。即ち「相手に立場になって考え、相手の立場になって行

動する」事であり、言い換えれば「情けは人の為ならず」であり、世界共通の『黄金律』に外なりま

せん。要するに「優しい心の持ち主であれ」が統べてで在りましょう。 

合掌 
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やれやれと思いきや、お茶をお出ししろとの付録付き、新入会員の悲哀をいやと言う程痛感した次第

であります。 

緊張で無我夢中の公式訪問でしたが、『ガバナーの講演』での神守ガバナーのご教示が素敵でした。

稀に見る説得力の強さに、十二分に得心を得た手応えを感じました。 

教えの第l、『ロータリーの綱領』 

綱領とは、ロータリーにとって最も大切なところ。綱領の「綱」は『網』を締める丈夫な太いツナを

指し、勿論、このツナがシッカリして居なければなりません。 

「領」の『偏』はスッキリとして清らかな御告げを意味します。『旁り』の「頁」は腰や首筋と言っ

た、人間に執って最も重要なところを指します。 

言い換えれば、人体の大切な部分を指すことから、其れが転じて「物事の重要なところ」を示唆して

居ます。 

理論的な解説の次ぎに、綱領に就いて、次の様に解説をなさいました。 

要するに『ロータリーの綱領』とは、ロータリーの最も重要なところを、シッカリと締めくくる大綱

であると、綱領を解説なさいました。 

後半のクラブ協議会で神守ガバナーは、次ぎの様に職業奉仕の解説をなさいました。 

正に『目から鱗』－－神守ガバナーは一言『職業奉仕とは商売繁盛の秘訣』－－自分の商売を繁盛さ

せたければ、次の事を実践しなさい、。 

第１に、一生懸命お客様に尽くす事に、専念しなさい。必ず、繁盛します。 

(貴方がたは舞台の役者です、舞台の上で如何にお客様と一体になれるか。その成果はオヒネリ、つ

まり収益なのです。即ち、お客様が貴方の言動に感動し、感謝の現れが、収入であると心得なさい) 

第２に、社員に、この気概を職場に広めることが、必ず社員自身に還元されることを悟らせるので

す。 

第３に、この精神を同業者は勿論、異業者にも広めることが、社会の改善に繋がると貴方自身が悟る

ことに始まります。 

「此れがロータリアンの責務であり、これが職業奉仕の全てです」と仰られました。 

当時、職業奉仕とは「職業を通じて社会に奉仕する」と解説され、難解だ、難解だと云われていた職

業奉仕を、実践から得られた体験を通じて『簡にして妙』職業奉仕をいともたやすく取り組める様 

に、ご指導して下さった神守源一郎様に終生感謝をしている次第で在ります。 

それ以来、私の「ロータリーの根本原理」職業奉仕の実践は「如何に商売繁盛への努力を積み重ねら

れるか。その結果は、お客様にどれだけ喜んで頂けるかが全てである」と信じ実践して参りました。 

さて、この綱領に就いて、少々触れさせて頂きます。 

平成23年『ロータリーの友』2月号の26、27ページに関連記事が掲載されています。 

「綱領に対し、特に関心が薄いの回答が60%とかなり目立った」しかし、『綱領』の文字が難しいから

と言って、『目的』と変えたから関心が高まったと言えますか? 

想像しますに、変更を前提にとり掛かったのではないか。日本のロータリーの先人の選んだ「綱領」

と言う語句に含んだ深遠なる真意を、むざむざと弊履の如く捨て去って仕舞い、平凡な「目的」と換

えてしまったのです。 

旧綱領「有益な事業の基礎として『奉仕の理想』を鼓吹し、それを育成し」新目的「意義ある事業の

基礎として『奉仕の理念』を奨励し、これを育むことにある」 

語句を換え、文字を換えたから、分かり易くなったと言えるでしょうか。『綱領』と『目的』とでは

比較出来ない値打ちの遠い、次元の違いを痛烈に感じてなりません。 

私がガバナー・ノミニーの時の事であります。 

国際ロータリー第2790地区1987年度地区協議会の席上で、次年度の各クラブの会長、幹事、各クラブ

委員長の方々に対し、「換えては、ならないもの。換えなければ、ならないもの。」のお話を致しまし

た。 

京都にー燈園と言う托鉢(業の一つに、山科の一般家庭のお便所を掃除させて頂く業〉を行う宗教団

体があります。 

その宗教団体の先達でありました石川洋氏の講演を拝聴致しました。 

演題は「西陣織り」を題材とした正に『換えては、ならないもの。換えなければ、ならないもの』で

ありました。 

 

 

 

 
＜ガバナー補佐訪問挨拶：安蒜俊雄様＞  

 

2017-18年度第12分区ガバナー補佐を拝命いたしました、松戸東ロータ

リークラブ所属安蒜俊雄と申します。仕事は公認会計士・税理士をして

おります。くしくもロータリー入会以来29年目にして仰せつかった大役

に緊張している今日でございます。在籍歴に全く比例していない浅い

ロータリーの知識、浅学菲才の69歳でございます。皆様からのご指導・

ご支援を頼りに、できる限りガバナーの分身になれるよう補佐の使命を

全うしたいと存じます。また、ガバナー補佐幹事に蔵本一夫があたります。私ともどもご指

導のほどよろしくお願いいたします。 

 

 さて、本年度の国際ロータリーの会長は、オーストラリアご出身、イアンH.S.ライズリー

氏、です。ご職業は公認会計士です。 2017-18年度、「ロータリーとは何ですか」との問

いに「ロータリー：変化をもたらす」とのテーマで答える。奉仕を通じて人々の人生に変化

をもたらせる。誰かの人生をより良くしているとの信念・自負の表現のようです。また、

テーマロゴは多様性を表しています。つまり違った背景を持つ、すべての人種・民族の人達

が変化をもたらすために、ロータリーという名の下に集結する、という意味だそうです。 

 

また、本年度の第2790地区ガバナー寺嶋哲生氏（柏ロータリークラブ所属、公益財団法人摘

水軒記念文化振興財団理事長）は、地区運営に関する基本的な考え方として①理念と実践②

事業と運営（公益目的事業費率の向上）③継続と革新（戦略計画）、の三つの観点を提示さ

れ、行動指針を「理念と実践～Think Next～」とし、ロータリーの目的（綱領）や中核的価

値観は不変であり、職業倫理を中心に奉仕の理念を掲げるロータリーの本質は全く変わって

いないとの認識の下で、RIが求める実践的奉仕活動（身体的・金銭的奉仕）の推進にあたっ

ては、社会情勢の変化に適合した理念の再考は不可欠との思いから、この行動指針を主張さ

れております。 

 

ガバナーからガバナー補佐への要請は、各クラブの活性化を目的として尽力すること。その

ための推奨事項として、①分区内会長幹事会を中心に、情報の交換等、コミュニケーション

の充実②ガバナー公式訪問の調整③ガバナー補佐主催で情報研修会とIMの開催④ロータリー

クラブセントラル等の登録・利用の推奨、戦略委員会の設立⑤広報・公共イメージの向上

（ホームページの充実、奉仕プロジェクトの広報など）⑥会員増強（1人又は10％純増）⑦

財団補助金の活用（地区補助金、グローバル補助金）⑧ロータリー財団、米山記念奨学会へ

の寄付（R財団会員一人当たり１５０ドル+ポリオプラス３０ドル、米山奨学会一人当たり

15,000円を目標）がございます。 

 

これから1年間、これら推奨事項の推進等、ガバナー補佐の役割を果たしてまいりたいと存

じます。皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

おわりに、松戸北ロータリークラブ様の本年度目標達成と共に平田会長・大川幹事はじめ会

員諸兄にとって充実したロータリー活動になりますようご祈念申し上げます。 
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＜パストガバナー卓話：圡屋亮平様＞  
 

『私とロータリー』と云う題材で、私とロータリーの関わり合いから、お話を進め

て参ります。本題に入ります前に、我々のロータリーと類似団体ライオンズ・クラ

ブを比較してみましょう。 

先ず、ライオンズ・クラブの主張はと云いますと、『自由、知性、愛国』とし、そ

の目標は『明るい社会へ身近な奉仕』であります。 

ロータリーの主張は云うまでもなく『ロータリーの目的(綱領)有益なる事業の基礎

として、奉仕の理想を鼓吹、育成すること』と住みよい社会の創造することを目指す点に於いて大差

は在りませんが、その手段に就いては大きな開きが在ります。 

ロータリーの奉仕の姿勢は有益なる事業の基礎に『奉仕の理想とすると云う、職業奉仕が基本であり

ます。故に、会員個人個人が奉仕の精神に富んだ会員の集まりであって、自己の職業を通じて社会の

改善を図ろうと云う組織であります。その為、ロータリークラブの存在と云うものは社会の改善に役

立つ情報の交換所であり、且つ又会員同士が互いに人格の形成をする為の拠り所なのであります。 

それに対し、ライオンズは各会員がクラブに参加することにより、ライオンズクラブと云う団体で、

奉仕することがクラブの存在意義が在るのです。 

それ故に、奉仕というものは決してロータリーの専売ではありません。世の中には無私の立派な奉仕

活動を勧め、教えを説く団体は無数に存在します。しかし、社会を改善する為に尽くす手段は色々在

りましょうが、日常自分の職業に従事する事自体が奉仕の手段とする「自己の職業を通じて、社会に

奉仕する(Service Through Busines)」 と一枚看板を掲げ、職業奉仕を実践している団体はロータ

リークラブのみなのであります。 

その職業に就いて、経営学者ピーター・ドラッカーは「社会のニーズに従って存在出来るのが職業で

ある」と定義付け、次の様に職業と社会との関係の変遷を述べて居ります。 

(1 ) 原始的な初期の人聞社会においては、自分が生きる事で手一杯、他人の事などかまって居られ 

  ない時代、即ちself時代で在りました。 

(2 ) それが、自分の事ばかり考えて居ては、却って自分の為に成らない。他人と協調する事が、 

  却って自分の為に成る人類愛felloship時代と変化しました。 

(3 ) 更に、近代社会においては他人と仲良くするだけでは、共同社会の進歩はない。積極的に他人 

  に奉仕する事こそ、世の中を豊かにすると気づき、serviceの時代と進化したのです。 

と職業を時代の変遷に従い、社会性を伴うことこそが、職業としてこの世に存在出来るのであるとド

ラッカ一博士は看破して居ります。 

つまり、職業は社会性を伴えるからこそ、職業として存在出来るのです。 

社会性を高める運動、つまり積極的に他人に尽くす事が、自ずと自分に還元されると云う原理が、

ロータリーの目指すところとドラッカ一博士は明確に示唆して居ります。 

依って、ロータリーの本質は『職業奉仕の実践そのものである』と断言出来ます。この様にロータ

リーの奉仕の姿勢は、独特な理念の基づいた崇高なものの筈です。 

そのロータリーが私達が望んでいないにも関わらず、変革を繰返し、何時の間にか異体の知れないモ

ンスターに変身して仕舞うのではないかと、危倶されてなりません。 

ここで振り返って、私が何故現在の様なロータリーの思想、を構築したか、ロータリーとの関わりに

就いてお話を致します。 

 第2次世界大戦で脱会して居りました日本のロータリーも、１9 4 9 (昭和24 )年、東京、京都、大

阪、名古屋、神戸、福岡、札幌の7クラブが国際ロータリー第60地区として復帰を認められました。 

その後1951年千葉ロータリークラブか誕生。 

 1952年日本は国際ロータリーに復帰後4年で2地区に拡大。 

 1953年木更津ロータリークラブの誕生。 

 1954年市川ロータリークラブの誕生。更に3地区に拡大を果たしました。 

 1955年船橋、館山口ータリークラブが誕生。 

 1956年野田ロータリークラブの誕生。 

12月17日千葉、市川ロータリークラブをスポンサーとして千葉県で7番目のクラブとして松戸ロータ
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リークラブが誕生いたしました。 

1974年4月12日松戸ロータリークラブをスポンサーとして、松戸北ロータリークラブ(1153番〉が誕生致

しました。 

当時は日本のロータリーは拡大が矢継ぎ早に進み、千葉も単独で国際ロータリー349地区を形成するに

至り、日本の地区も瞬く間に21地区に拡大したのであります。 

松戸北ロータリークラブの誕生当時の社会的出来事を振り返って見ますと『沖縄の返還－－車の右側通

行の混乱』『前年グアム島で旧日本軍少尉・横井庄ーさんの発見』と社会が沸いた時代で在りました。 

当時のロータリーの世界は、 

 日本のロータリークラブ数1276クラブ会員数67961名 

 世界のロータリークラブ数16437クラブ会員数771000名 

と肱大に拡大を続け、正にロータリ一時代と謡歌して居りました。 

私が入会を認められたのが1963年7月でありました。 

当時のガバナーの方々と言いますと『竹田宮様』、『松平元男爵』『神守源一郎元満州鉄道副総裁－－

満鉄とは、日露戦争の勝利で東清鉄道支線を獲得し、1906年から第2次世界大戦中存続し、日本軍によ

る満州経営の中核を成しておりました。特に、満鉄調査部(後藤新平創設〉のシンクタンクとして現在

の財務省並のエリート集団でありました。 

当時日本の総理大臣になるよりも、満鉄の総裁に成りたいと云うほどに、大変な魅力ある地位で、在っ

た様です』正に近寄り難き、蒼々たる方々でありました。 

当時の日本のロータリーの状況はと申しますと、 

RIに復帰した1949年当時の日本は、火力発電に代わって国産の原子炉第l号が点火され、原子力の時代

の到来ともてはやされました。経済の進展に呼応して日本のロータリーの拡大も目まぐるしく、発展致

しました。 

私の入会当時、国際ロータリーに復帰して僅か14年の経過にも関わらず、その拡大のスピードは目ざま

しく急速な発展に発展を遂げ、既に8地区、519のクラブを数え、世界第3位を誇るまでに急成長して居

たので在ります。 

当時の国際ロータリー第358地区も90クラブを数え、関東l都6県に山梨、新潟を含んでおり、公式訪問

も大変な時代でありました。又新クラブの設立が盛んな為に、連日各地で創立総会、所謂チャーターナ

イトへ手分けをして、お祝いに駆けつけなければ成りませんでした。 

当時の松戸ロータリークラブはと申しますと、創立総会を終えて6年目、その間に柏ロータリークラブ

のスポンサーを勤めました。又時の会長の発案により、最も身近かなプログラムとして出席率の100

パーセントをを続けようとの提案を拠り所に、会員一同奮起してその事業に無我夢中で継続した時代で

在りました。 

例えば、病気で通院する会員は、メーキャップは当然の義務。入院を必要とする会員の場合は、病状の

安定時に幹事が付き添えでメーキャップに外出する事が行われ、それが叶わぬ会員は一時クラブの退会

手続きをとり、回復と同時に復帰すると云う、今思えば凄く荒っぽい100パーセント維持を行って居り

ました。 

私が訟戸ロータリークラブに入会を許されて以来55年、『ロータリーの綱領』を信じ、ロータリ一一途

に過ごすことが出来ましたことは、何と奇跡と云う外ありません。 

思い起こせば、私にとって適切なる指導者、否、信頼に値する先導者、良き人生の先輩に巡り会えたか

らこそと、ロータリーの存在に心から感謝して居ります。 

ロータリアンになって、最も尊敬出来る指導者に巡り会えた幸運で在ります。『ロータリーの神髄』を

ご教示頂いたことが、私の人生の全てを定めて呉れたと信じ、終生心服し感謝している次第で在りま

す。私が松戸ロータリークラブに入会して2年目、国際ロータリー第358地区のガバナーは神守源一郎様

(東京東ロータリークラブ)でありました。公式訪問に対する知識など勿論、ロータリーの理解など程遠

く、緊張だけが異常に高ぶっていたことは、今でも鮮明に覚えて居ります。親睦委員長は『ナスの与一

漬』の島村俊様から新会員は、公式訪問時ガバナーの接待が任務であると、否応なしに指示されまし

た。 

当日、私はガバナーとは何か、公式訪問とは何かさえ見当がつかぬ儘に、親睦委員会のタスキを掛け旧

千葉銀行松戸支店(現在松戸商工会議所の隣接に在りました)の玄関先で待ち構え居りますと、黒塗りの

車が到着、恐る恐る応接室にご案内。 
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