２８８１回 例会

２０１５年 ９ 月 ３日（木）Vol. ９

＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
ブィ・クィン･チャン 様

東京六本木ロータリークラブ

齋藤 明子 様

８月29 日(土)職業奉仕部国際奉仕部門合同セ
ミナーが行われ出席して参りました。初めに高
柳ガバナーの挨拶があり、ガバナー訪 問は 19

国際ロータリー第

クラブを終わりました。高柳ガバナー の方針で

2750 地区から参りま

ＲＬＩ方式は難しいと言われました が勉強にな

した。創設 10 年でまだ

りました。そしてロータリーに入 会して仲間が

新しいクラブですが会

出来ました。との声も聞かれました。３時から

員５０名、そのうち女

分科会が行われ、ロータリー は 110 年たちまし

性が 1/3 弱居りまして活動しています。例会

たが職業奉仕は解りずらい。 個人とクラブ両方

は月曜日に六本木のグランドハイアット東京

があります。職業奉仕は四 つのテストを主に行

でやっておりますので、是非メークアップに

います。1954～55 年ＲＩ 会長ハーバードＪテイ

おいで下さい。

ラーが 1930 年に倒産 寸前の会社再建を託され

私は飯能と東松山でゴルフ場を経営してい
ます。今後ともよろしくお願い致します。

、この四つのテスト を使って見事に成功しまし
た。職業奉仕は事 業及び専門職務の道徳的水準
を高め品位ある 業務はすべて尊重されるべきで
あるという。 あらゆる職業に携わる中で奉仕の

★☆★会長の時間

粕谷康彦会長

理念を実践 していくという目的を持つものであ

８月27日( 木)航空

る。国際 奉仕部門、新興国、後進国、貧困国の

自衛隊入間基地司令

問題点 としては、各国とも首都や大きな町は比

空将補山本祐一様が

較的 設備もよく、環境や教育環境も整っている

お客様として訪問さ

が、 一歩町を離れると社会環境は大きく一変す

れました。基地の安

る。 地方生活者は低所得者が多く病気になって

全性、地域との友好

も 医者に診てもらえない人が沢山いる。世界の

を言っておられまし

人口は８月１日現在７２億人、一日 20 万人づつ

た。安全活動に王道なし、あくなき性能強 化

増えています。外国では水とトイレのない 現状

の追求、安全にかかわる人間性、パイロッ ト

があり、海水を使用しているところが多 く、淡

の限界への挑戦と安全の確保を強調してい ま

水を使えるところは 2.5％である。水 道水(飲

した。事故防止で人のエラーに０はない。

める水)をトイレにながしているのは 日本だけ

同日に大宮ＲＣ会長平田繁様、幹事小林義

だそうです。
８月31日(月)新狭山ロータリークラブ公開例会

久様がクラブ創立60周年のＰＲにこられまし
た。入間ＲＣが設立された時の親クラブとし

へ出席

ての力強さを感じさせられました。

参加しました。郷土の偉人シリーズ「繁田武平

メイキャップ入間ＲＣから 20 名が

とその一族」講師として繁田光会 員が先祖の偉
業を話されました。
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★幹事報告
第３回定例理事会

忽滑谷明幹事

沿革が判ります。又、過去・現在そして未来
と題して｢友」の二神編集長の纏めがあります。

≪協議事項≫

1.11 月のプログラムについて承認

12 頁～13 頁・・教育を受けられない就学適

2.高柳ガバナーより 2018～19 年度ガバナー

齢期の子供は 5,700 万人。読み書き出来ない

推薦の指名委員会の委員の賛否について、

成人は 7 億 7,400 万人います（３分の２が女

クラブとして賛成で承認

性）ロータリーは 6 つの重点分野に設定。教

≪報告事項≫

育と識字率向上のために様々の取り組みを実

① 9/12(土)第 1 回青少年奉仕部門セミナー

施しています。

後藤理事出席

その他、・例会の食事・世界に発信出来るロ
ータリーデー・R 希望の風奨学金・R 米山記念

② 9/26(土)ＲＬＩ養成コースパート１

奨学事業の豆知識等。そして真ん中のページ

西山エレクト出席予定

は最優先事項ポリオ撲滅最終戦略の内容が

③ 9/26(土)社会奉仕部門セミナー

RI 指定記事として記載されています。

滝沢理事、荒井会員出席予定

縦組み４頁～8 頁・・東日本大震災からま

④ 9/27(日)第１回公共イメージセミナー

る４年、忘れられないように又、風化させな

岩崎会員出席予定

いために記憶の再現から教訓を生かし、予想

⑤9/27(日)米山１日研修旅行 忽滑谷委員長、

もしない万が一の時の教えが気仙大工左官伝

田中カウンセラー、チャン 出席予定

承語り部のお話しが記載されています。

⑥10/7(水)入間市戦没者追悼式 粕谷会長出席

24 頁～32 頁・・ロータリーアットワークで

予定

は 24 クラブの様々の活動があります。

⑦10/22(木)地区大会記念ゴルフ 西山、宮崎

13 頁～19 頁・・高崎 RC（群馬）が驚異の

、晝間、忽滑谷会員出席予定
⑧ガバナー月信９月号、9 頁

会員増強・友愛の広場等があります。

狭山ＲＣ退会

この様に「友」誌は世界中のネットワーク

のお知らせ掲載されております

を通じて情報を共有し、又、特別月間で奉仕

〈お願い事項〉
10/15 入間南ＲＣとの合同ゴルフコンペ予

の心を喚起し鼓舞させるロータリー情報満載

定しておりますが、多くの会員の出席を要

の冊子です。どうぞご活用下さい。

請いたします
★委員長報告
ロータリー情報委員会

親睦活動委員会

細淵克則委員長

来週はお月見例会で屋形船に乗ります。行
吉永章子委員長

く時のバス乗車時刻を本日ＦＡＸ致しますの

9/15(火）のオリエンテーションは中央公民

でご確認ください。お陰様を持ちまして貸切

館・3F8 号室で 6 時 30 分より(6 時より食事)

となりご協力ありがとうございます。

開始いたします。ロータリーの基礎から入り
プログラム委員会
木下登委員長
10 月のプログラムは表記通りです。
11 月は

ます。お手元のある R 情報研究会の冊子を教
科書としますので宜しくお願いいたします。

5 日講師卓話依頼中、12 日 一柳会員、金井会
会報雑誌委員会
吉永章子委員
ロータリーの特別月間９月は

員のイニシエイションスピーチ、19 日 講師

①「ロータリーの友」

講師卓話 西澤教育長となっております。

②基本的教育と識字率向上

卓話 埼玉県西部消防局入間消防署長、26 日

です。
社会奉仕委員会

横組みから 7 頁～11 頁・・39 年前に行われ

滝沢文夫委員長

社会奉仕のアイバンクに晝間ＳＡＡが登録

た創刊 25 周年記念座談会の記事から｢友｣の

して下さいました。ありがとうございます。
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■■■

「 1900 年 構 想 」

齋藤金作会員

ポールは大学に進学するが、次々と大学を変え４番目
の名門プリンストン大学では論理学と心理学を学び、更
に最後に選んだアイオア大学法学部で学位を取得し、
1891 年 23 歳で祖父母の念願を果たしたが、身寄りのな
い天涯孤独の身となる。
その後、1891 年～1896 年の 5 年間で窮乏と飢餓の放浪生
活を体験し、人生の最良の面も、その最悪の面も味わっ
たし、悪の中にも善を見いだしたし、善意が失われたと
思われるようなところで親切心を見いだした。ハリスは
ほとんど自分の努力で仲間にどういう態度をもって接す
るべきかについて独得の意識を持つようになっていた。
1896 年 28 歳のハリスはシカゴの生活を始めたが、当時の町は犯罪・汚職・暴力の巣窟、社会
変動期の荒廃と混乱状態を如実にあらわした縮図であったし、大不況、不景気。弁護士開業免許
を取得し、開業はしているものの顧客獲得に奔走する弁護士の数は 2,000 人を数え、ハリスもそ
の一人であった。1900 年のある日ポールは友人の弁護士と食事後に、その友人は付近の大小の店
舗数軒に立ち寄り、自分の友人である商店主にハリスを紹介した。このことにポールはいたく感
動した。弁護士としてのハリスの顧客は、みな仕事上の友人ではあるが、社交上の友人ではなか
った。友人の何名かを社交上の友人とすべきだと考え、これに漸く気がついた。
実業人並びに専門職業人の若干名を選んで友愛と親交の絆で結び一つのクラブを組織しようと
考え、決心した。これがクラブを作ろうとする心の直接的な引き金となり、決め手となったこと
は確かな間違いでないと思っている。私が一人でこれを「1900 年構想」と呼んでいる理由である。
さまざまの職業から一人づつ、政治や宗教に関係なくお互いの意見を、広く許しあえるような
人を選び出して、ひとつの親睦関係を作れないものだろうか？その人達は無駄な競争心や警戒心
を必要としない人達でなくてはならない。＜一業種一人＞
胸の奥には煮えたぎる様な熱い情熱を秘め、様々な秘策を練り、冷静に好機到来を待つこと５
年、彼は遂に最も信頼する友人にこの心情のすべてを吐露した。その友人こそ古い良き友であっ
た石炭商のシルベスター・シールであり、彼こそロータリーの共同創立者でもあり、ロータリー
クラブ世界最初の会長であった人だ。
ポールはシールに実業家、知的職業人のための新しいクラブ構想を説明した。その内容とは、
＊人々は社会的目的のために団結しお互いに実質的に助け合う
＊人間の絆とは何か？それは友人と取引関係である
＊会員は友情溢れる人間でなければならない
＊会員一人一人が特定の職を代表する事にユニークな利点がある
＊商売上の友人をグループ単位で集め、定期的に社交的会合を開く ＜これは悪くない！＞
＊相互扶助・親睦と友愛がグループの基礎となる
＊善意と理解と奉仕へと発展していく基盤となる
これが長らく積み重ねた構想の結晶であり、クラブの理念であって、社会運動組織の具体的な
骨子だ。ポールの説明にシールは 1 も 2 もなく全面的に賛意を表した。 ２人は固い握手を交わ
し、相互確認の上、旬日を経ずして他の２人の友人と会うこととした。
1905 年真冬のシカゴの夜は凍りつく寒さであった。
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＜今月のお祝い＞

＜ニコニコＢＯＸ＞

間野尚君
関根靖郎君
会員誕生日 友野政彦君
平岡達也君
中澤孝芳君
岩崎芳江様
吉沢真紀子様
夫人誕生日
後藤二三江様

馬路宏樹君～7 月 31 日の新狭山ロータリーク

晝間和弘ＳＡＡ

ラブでの繁田会員講師の卓話には多数の方の
メークアップありがとうございました。 晝間
和弘君～繁田会員月曜日の公開講座の卓 話素
晴らしいお話をありがとうございました。

本日\36,000

＜１０月のプログラム＞
内 容
卓話 米山奨学生
1日
ブィ・クィン･チャン様
8 日 親睦旅行(飛騨高山)10/8～9
15 日

入間南ＲＣとの合同夜間例会

22 日

10/24,25 万燈まつりに振替

■回覧、配布物

29 日

万燈まつり慰労会 夜間例会

① ガバナー月信９月号

累計\191,000

② ロータリーの友９月号
＜出席報告＞
馬路宏樹委員長
会員数
出席数
出席率 前回修正率
41 名
27 名
71.0％
84.6%
事前欠席連絡 5 名

③ ロータリーの友英語版 11 月中旬発行
のお知らせ
④ 職業奉仕部門分科会お礼と報告
⑤ コーディネーターニュース 10 月号
⑥ 9/15 ロータリー情報委員会研修会出欠表
⑦ 9/10 お月見移動例会出欠表
⑧ 希望の風奨学金チャリティゴルフご案内
⑨ 南の風 2269 号
⑩ 会員の住所録確認
⑪ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ
⑫ 入間ＲＣ週報 8 号

RI2570 地区９･10月の粕谷会長スケジュール 2015～2016
２０１５年９月
日

曜
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事業などの内容

２０１５年１０月
日

曜

土 第 1 回地区青少年奉仕部門セミナー

7

水 入間市戦没追悼式

19

土 ロータリー財団部門セミナー

22

木 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ

26

土 社会奉仕部門研修セミナー

26

土 ＲＬＩセミナーパートⅠ

27

日 第 1 回公共イメージセミナー

27

日 米山 1 日研修旅行

4

事業などの内容

