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＜ビジター・ゲスト＞ 
飯能ロータリークラブ 沢辺 瀞壱  様 
 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 
前回お話した1935年

当時ジョン・ケインズ

の修正資本主義の考え

方によってニューデー

ル政策やマクロ政策を

アメリカはとってきた

訳でありますがその基

本的な考え方を 35 年も前に先取りしたの

がフレデリック・シェルドンの奉仕の理念

であります。第一の「価値ある幸せの要素」

では他の人から愛情や尊敬を受け、曇りの

ない良心と自尊心を持って、仲間との毎日、

取引をした結果として物質的な富、即ち報

酬又は利益を得ることは事業を営む人と

してこの上ない幸福と言うべきです。そし

て第二に「価値ある奉仕の要素」では先ず

質の高い商品の需要を賄う十分な量を作

る事、さらに事業を営む人間の行動を正し

く管理する事だと言っています。これらの

幸福と奉仕の三角形はシェルドンが長年

かけてインドの哲学者バガバン・ダスの著

書「平和学」の考え方を受けたものです、

彼は 1913 年のバッファロー年次大会にて

これをスピーチしています。シェルドンは

物の価値を決める普遍的な基準の公式を

「正しい質、量、管理の方法」であるとし

ています。それはセールスマン、製造業、

小売業などに科学的経営学を取り入れ論

理的に解き明かしている事になります。現

在の「職業宣言」の原型とも言うべき「道 

 

徳律」は 1915 年のサンフランシスコ大会

にて採択されました。数多い業界の道徳律

の中で有名なのが 1920 年にアメリカで禁

酒法が制定されマフィアがシカゴで活動

を開始しました。禁酒法はマフィアにとっ

て格好の稼ぎ頭になりボスのジョニーの

片腕となったアル・カポネはその勢力を伸

ばしていきました。レストランの道徳律は

禁酒法絡みでマフィアのターゲットにな

り、この業界を防衛する為にシカゴのレス

トラン協会でガイ・ガイデッカーが作成制

定したものと言えます。しかし職業奉仕理

念道徳律が完成しこれをロータリアン企

業が実践に移した時期が奇しくも同じ時

期でありました。このことはマフィアによ

って牛耳られていた映画界や先程のレス

トラン業界も道徳律の実践により改革出

来ました。一方でシカゴ連邦警察もエリオ

ット・ネスを隊長とする特殊部隊で遂に

1931 年所得税法違反でカポネを逮捕し裁

判によって 11 年の実刑を受けてアル・カ

トラスに収監されました。カポネは 1947年

48 歳で亡くなりましたが奇しくもポール

ハリスの逝去と同年でした。 

プロフィットを周りの人たちとシェア

することで自らの体質を改善して、大恐慌

にも耐得る事を実証し、更に世の有用な職

業を尊重し、自らの職業を通じて社会に貢

献し、業界の職業倫理を求めてマフィアと

対決しながら、見事に勝利を勝ち取ったロ

ータリーに対してロータリアンはしかり

一般社会の人たちも大きな尊敬と賞賛を

与えた事は明らかでした。 

 

『ロータリーっていいですね!』 

第 25号 3005回例会 ２０１8年 1月 18日（木） 
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変化をもたらす 
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■クラブ奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

●職業分類 新規入会者あ

り、職業分類に影響は無か

った(細田会員) 

●会員選考 推薦を含め充 

分に考慮 

●会員増強 新規入会者純 

 増 1名確保 

●ロータリー情報 3 月に講師卓話の準備

(研修リーダーとして) 

●出席向上 委員長だけでは難しい 

●会報・雑誌 分かり易く努力がみれる 

●親睦 委員長はじめ各計画を実行 

●プログラム 各委員会に企画してもら

い楽しいプログラム構成になっている 

●広報 万燈まつりに際し、パネルを新規

に作成。公共イメージ向上を図っている 

●美術館 例年通り素晴らしい活動 

 

■社会奉仕委員会 馬路宏樹委員長 

関谷会長の発願で入間南

ロータリークラブと合同で

社会福祉協議会に軽自動車

を寄贈する件ですが、ロー

タリー財団から地区補助金

の認定をいただき、先般の

クリスマス家族会で友山副市長に目録を

お渡ししてあります。来月 5日には、市役

所にて寄贈式が行われる予定です。 

活動計画のうち、アイバンク登録運動と

ブライダル委員会活動の広報を例会で行

いました。「万燈まつり」では大野会員のお

働きで展示パネルが新しくなり、バザーの

協賛金から例年通り、希望の風奨学金に寄

付することが出来ました。「地域交流会」に

おいて当クラブの奉仕活動が公共イメー

ジと認知度の向上に繋がりました。さきた

ま古墳群世界遺産登録推進運動では日本

遺産に認定された行田市が日曜ドラマ「陸

王」で一躍有名になり、経済効果は数億円

とも言われております。 

又、今後の取組みとして加治丘陵の保全

活動、ロータリーの森清掃に協力する事な

どがありますが、その他の様々な奉仕活動

に参加して参りたいと思います。 

■国際奉仕委員会 繁田光委員長 

国際奉仕委員会は、年度計

画書の活動計画に基づいて

活動しております。プログラ

ムで割り当てられた来月の

卓話も決定しております。 

ネパール・児童教育環境改革プロジェクト 

関谷永久会長 

2015 年ネパール地震災害でカトマンズ

市内クレソアアワーズセカンダリースク

ールは大きく被災したが主要建物はイン

ド政府始め各種ボランティア団体の支援

によりプレハブ校舎を寄贈頂き現在使用

しています。当該学校は 1989 年設立で公

立、私立と違い地域コミュニティーによっ

て設立されました。地域の様々な代表メン

バーと監査委員で運営されていますので

財務管理などは確実に行っています。生徒

は 687 人を３レベルにクラス分け 41 名の

教員が担当をしています。私たちはこの機

会にクレソワ校が長年熱望していた理科

実験室、図書室及び各教室の備品、装備品

の支援を行います。これは科学の実験及び

実験的な教育、学習のために欠かせないも

のです。また図書室は他の補助によりプレ

ハブで出来ましたが生徒たちは図書の充

実や建物内部の装備品の充実を求めてい

ます。さらに生徒が、世界の多様な情報を

得て活かせるよう各教室に映像機器やタ

ブレットを利用できるよう支援し、彼らが

ダイナミックで生産的な市民としてネパ

ールを担えるようにします。 

未来に向けて国を背負っていく学生に

ネパールでは遅れている ICT設備を導入し

てその生徒たちの希望を実現する支援を

行います。これは先進情報を得るためにも

各クラスに映像機器やタブレットなどを

設備してインターネットを通じ世界の潮

流に追いつき追い越して行くことが必要

ですのでそれらの装備品を支援します。私

たちは教育の質の向上と男女の教育の機

会均等である目的を達成するために(1)実

際的、実技的な教育を通じて生徒の質の向

上を図る(2)科学的なアプローチを通じて

生徒の精神的かつ身体的な発達を図りダ

イナミックで生産的な市民としてネパー

ルに貢献できるようにします。 

■第４回クラブ協議会■ 

(五大奉仕委員長) 
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2018～19年度 RIのテーマ 石川嘉彦会員 

1月 15日からサンディ

エゴに於いて約 1 週間に

わたりロータリー国際協

議会が開催されておりま

す。ご存知の通りこの国

際協議会出席がガバナー

になるための必須条件です。私共の第 2570

地区ガバナーエレクト茂木正様(本庄 RC)

も参加しています。茂木様から毎日フェー

スブックで報告があります。どうぞ皆さん

もご覧ください。 

この一週間はガバナーエレクトにとっ

ては難行苦難です、午前中は講演、午後は

CLP 方式のディスカッション夜は夫妻そろ

っての晩餐会。宿題も出ますので殆どホテ

ルから外出もできません。 

一日目に国際ロータリー バリー・ラシ

ン次期会長からテーマが発表されました。 

“BE THE INSPIRATION” 

「インスピレーションになろう」です。 

皆様はこのテーマをど

うお考えでしょうか？個

人的には「インスピレー

ション」をどうとらえる

か、苦心しています。 

 

 

＜幹事報告＞  宮崎正文幹事 

〈報告・予定等〉 

・分担金及び寄付金の送金について 

・1/16(火)臨時第 3グループ会長･幹事会 

・1/25(木)例会、武蔵クラブで新年会 

・2/ 3(土)Ｒ財団奨学候補生第 3回 

オリエンテーション 

・2/ 5(月)入間市社協に軽自動車の贈呈式 

・2/12(月)第 12回ライラデー青少年指導 

者養成プログラム 

・2/17(土)入間市交通安全市民大会 

・2/18(日)第 3グループＩＭ 

・3/11(日)米山記念奨学生終了式＆歓送会 

・3/28(水）地区大会チャリティーゴルフ 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長

事前欠席連絡 11名 

 

●委員長報告 
＜ロータリー美術館＞ 水村雅啓館長 

３月１５日(木)、日帰り美術館見学例会

を開催します。場所は河口湖、久保田一竹

美術館です。一竹独自の技法による染色芸

術「一竹辻が花」を鑑賞します。又、建物

や庭も素晴らしく、ミシュラン観光ガイド

で三ツ星を獲得しています。昼は、富士山

温泉鐘山苑ホテルでの入浴と食事会を計

画しています。ご家族ご一緒でのご参加も

大歓迎！ よろしくお願いします。  

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 

★本年もよろしくお願いいたします。 

「沢辺瀞壱様」 
 

★沢辺様ようこそ入間クラブへ 本日は 

よろしくお願い致します。 

「関谷永久君、豊田義継君、宮崎正文君 

田中快枝君」 
 

★お休みの日に対応して下さりありがと

うございます。 

「友野政彦君」 
 

本日\6,000 累計\550,164 

 

■回覧、配布物 

① RI第 2570地区「地区大会」のご案内 

② RI第 2570地区第 3G ＩＭのご案内 

③ 3/15日帰りロータリー美術館出欠表 

④ 2/18第 3グループＩＭ出欠表 

⑤ 1/25新年会出欠席表 

⑥ 4/22ロータリー国際囲碁大会のご案内 

⑦ ハイライトよねやま Vol.214 

⑧ バギオだより Vol.64 

⑨ 地区大会ゴルフコンペ案内 

⑩ 第 12回ライラデープログラム 

⑪ 他クラブ週報＆入間ＲＣ週報 24号 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

44名 22名 56.4％ 70.73％ 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：吉沢誠十 吉永章子 繁田光 間野尚 佐藤輝武 

 

 


