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＜ビジター・ゲスト＞ 

(株)ぎょうざの満州 会長 金子 梅吉 様 

医療法人 関町病院 事務長 丸山 晶子 様 

 今井 澄江 様 
 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 森田英郎君 後藤健君 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 

関根保子様 

 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 

18 世紀の初頭からヨーロッパ中でもイ

ギリスにおいては産業革命が起こりまし

た。動力革命では蒸気機関を利用しての機

関車、織機、船などです、機械化されスピ

ード化で大量生産された商品は他に市場

を求めて世界的に広大な植民地化をして

安い労働力を活用する構図になりました。 

アメリカイリノイ州シカゴにおいても

産業革命によって運河の建設、鉄道開通な

どにより 1860 年には人口が 6 万人になり

ました。そして 187１年の大火は悲惨でし

たがそれは皮肉にもシカゴの計画都市化、

新都市計画の幕開けにもなりました。1893

年のシカゴ万国博覧会では工業力と先進

性を誇示する技術が多数披露されました。

都市開発されるシカゴ人口は 1900 年には

170万人となりました。20世紀初頭にはア

メリカ西部に進出するための交通の要衝

として栄えた街であり、商品を造れば売れ

る、それも低賃金で作られた粗悪商品を広

告宣伝に偽りありでも当たり前に市場に

回っていきました。即ちそれは狂乱経済の

勢いでアメリカンドリームを達成した人 

 

敗北した人たちを創ってしまい街中に失

業者が溢れていました。しかしこの状態は

永く続く訳がありません、安い賃金、失業、

無秩序な自由競争は経済恐慌などの社会

矛盾を露呈する原因となりましたが、問題

の抜本的な改革は世界大恐慌が起こるま

では手が付けられませんでした。ではその

後の 30 年は資本主義が破綻し修正資本主

義が本格的に採用されるまでの間は科学

的経営手法で実践する職業奉仕を提唱す

るアーサーフレデリックシェルドンがそ

の一翼を担っていました。 

1908年にシカゴ RCに入会したシェルド

ンはその基本的考えはインドの哲学者ダ

スからヒントを得ました。それは奉仕は質、

量、管理の三角形で構成しています、これ

は製造業、販売業、サービス業など全ての

セクションで展開され守らなければなら

ない事であります。この三角形に付いては

次の機会に触れたいと思います。純粋な経

営学の理念から生まれた 1908 年に提唱さ

れた He profits most who serves best は

職業奉仕のコアだとしています。その後ロ

ータリーに社会奉仕の必要性が芽生えて

来た中で 1923 年の世界大会にて 23-34 条

項が決議されました。これは奉仕理念につ

いてＲＩの結論を出しました。一項では

Service above self と He profits most 

who serves bestに付いて社会奉仕と職業

奉仕とで区別しながらもこれらを奉仕の

理念とそれを倫理的に実践することであ

るとして位置付けています。二つに分けた

ことで職業奉仕が難解となりました。それ

は本来のシェルドン理論との隔たりが表

面化してしまい 1930 年にはシェルドンは

シカゴクラブを退会しています。 
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＜幹事報告＞ 宮崎正文幹事 
〈報告・予定事項等〉 

①8/14米山記念奨学部門「秩父音頭まつり」

会長・一柳会員・李奨学生が出席 

②8/19（土）職業奉仕部門セミナー 

③R財団寄付ポリオ（半期毎 15＄×43） 

 年次寄付（半期毎 25＄×43） 

 パーマネントファンド（食事代 15＄×43） 

 米山寄付（１人 2,000円×43） 

以上の寄付を 8/23に振込む 

④我等の生業の楽譜配布済 9月例会持参 

⑤9/9 2570 地区社会奉仕委員会主催のシ

ンポジウム参加のお願い 行田市にて 
 

●委員長報告 
＜会報･雑誌委員会＞ 吉沢誠十委員長 

【ここだけは読んでおこう!】 

〇横書き 

3P    ＲＩ会長メッセージ 

8P    大宮西ＲＣの会員増強の話 

12P    名古屋宮の杜 RC 月 2回の例会 

16,17P グローバル補助金の話し 

32P    米山記念奨学事業の基礎知識 

40P    ロータリー財団管理委員長の思い 

41P    会員数 2570地区+6 全国+404 

〇縦書き 

 4P    地域は本当に元気になれるのか 

 8P   一流の田舎づくりを目指そう 

 9P   クラブを訪ねて 高崎 RC 

10P   会員増強の秘訣は例会を面白く 

13P   友愛の広場 

20P   卓話の泉 未来を土から考える 

22P   柳壇 入間南 RC出川会員 

26P   ロータリーアットワーク写真編 

28P   ロータリーアットワーク文章編 
 

＜親睦活動委員会＞ 木下登委員長 

次週の納涼夜間例会には奮っての参加

宜しくお願いします。バスの送迎の時間表

は月曜日に FAXいたします。又、本日例会

後、親睦活動委員会の家庭集会を行います

ので、参加をお願いします。 
 

＜社会奉仕委員会＞ 馬路宏樹委員長 

7月 28日に入間市のごみ減

量委員の辞令を受けてきま

した。ゴミ分別アプリの活用

を宜しくお願いします。 

＜旧・出席向上委員会＞ 一柳達朗委員長 

前回の新旧役員慰労例会に欠席され方

の表彰をいたします。修正出席率 100%以上

の方々は賞品を例会後お持ち帰りくださ

い。今年も 100%超えをメーキャップを含め

てよろしくお願い致します。 

 

齋藤栄作社会奉仕部門委員長 

本日、配布し

ました 9月 9日

のシンポジウ

ムのチラシは、

文化庁の「日本

遺産」に認定さ

れますと、当該

地域の認知度

が高まるとと

もに今後、日本

遺産を通じた

様々な取組を

行うことがで

きます。 

ロータリアンがオピニオンリーダーと

して、地域のブランド化等にも貢献し、ひ

いては地方創生に大いに資するヒントを

頂けると把握して於いてください。 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長

事前欠席連絡 15 名 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 26名 65.0％ 82.05% 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 
加藤国夫様、齊藤福太郎様～長い間、お世話

になりました。 
 

関谷永久君～金子様ようこそいらっしゃいま

した。本日は入間クラブのムードを十分に味

わっていただきたいと思います。 
 

宮崎正文君、田中快枝君～金子様、本日の卓

話よろしくお願いします。滝沢会員復帰おめ

でとうございます。 
 

滝沢文夫君～長く休みを戴きましたが、本日

より復帰させてもらいます。 
 

繁田光君～滝沢さん例会復帰おめでとうござ

います。 

本日\19,164 累計\154,164 
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■■■講 師 卓 話■■■ 

 

(株)ぎょうざの満州 会長 

   金子 梅吉 様 
私は群馬県沼田

市利根町と言う

田舎町で生まれ

ました。観光地

には老神温泉や

吹き割れの滝が

在る所です。12

人兄弟の末っ子

で生まれました

が、私が産まれた時は上の6人が亡くなり

下の6人きりでした。 

最初に、ロータリーに付いて一言御礼を

申し上げます。ロータリーを辞めて10年位

立ちましたが、お陰様で皆様に支えられな

がら何とか20年程、経験させて頂きました。

企業人にとっては本当に良い勉強になり

ました。ロータリーさんで学んだ事がわが

社の基本に成っております。 

 

＜挨拶から始まる＞ 

こうして今迄を振り返って見ると挨拶

の大切さを感じております。 

私の会社では朝から晩まで、「おはよう

ございます」が社風の挨拶に成っておりま

す。ロータリーさんの会議の進め方をその

まま、今でも取り入れて会議を進めており

ます。社歌から始まり社訓・社則・会長、

社長の時間、此処まではロータリーさんと

同じです。 

最近の挨拶で心から嬉しかった事を、お話

致します。お風呂好きの私が、我が老神温

泉東明館の露天風呂に朝5時頃入って居た

ら、私より少し年配の方が風呂に入って居

たので、こんなに早く、私と同じで風呂好

きの方がいるのかと思いました。そして、

その方と、「おはようございます」の挨拶か

ら入り、話している内にお互いに自己紹介

をしましたら、隣の空き地の地主さんだと

分かった。風呂談義をする内に貴方が使う

ならば温泉井戸も有るので使いなさいと

言われて、余りの事で驚きました。井戸だ

けでも大変なのに土地が600坪も有るので

大変な資産です。そして「有る時払いで良

いのでお使い下さい」と言われた。これも

挨拶のお陰なのかと思い本当に心から嬉

しかっです。 

 

＜ホノルルマラソンが人生を変えた＞ 

昨年までホノルルマラソンを妻と二人

で24年間も続けておりました。走って居る

時は何時も、もう止めようと思うのですが、

繰り返しを24回も続けて走ってしまいま

した。長年やって来たので、走る事は止め

られない様ですので今年からは妻に負担

を掛けない様に、自分ー人で走る事に致し

ます。ホノルルを辞めてボランティア活動

も含め、東京マラソンに致します。又こう

して自分に言い聞かせて、遣らないと出来

ないので頑張ります。制限時間内に完走出

来るか分かりませんが毎日走り込んで居

ます。ホノルルマラソンは時間制限が無い

ので心にゆとりが有りましたが、東京マラ

ソンは時間制限が有るので足切りされな

いで、完走出来る様に頑張ります。 

マラソンと出逢ったことで私の人生は充

実したものになりました。 

 

＜ＩＴ＞ 

時代の流は待ってくれません。携帯（ス

マホ）の変わり様には驚きです。 

我が社では昔の様にタイムカードとか給

料明細は在りません。物流に始まり製造在

庫管理、人事管理、全てITにお任せです。

企業リーダー変化が始まった様に思われ

ますので時代に乗り遅れない様にお互い

に頑張りましょう。 

 

＜後継者問題＞ 

私は自然にやさしく一生懸命遣れば良

い後継者は育つと考えます。先輩の仕事を

見て良き後継人は自然に育つと信じます。 
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