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＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区第 3グループガバナー補佐 

 徳永 眞澄 様 

新所沢ロータリークラブ  幸森 康夫 様 

米山記念奨学生   李  志 様 

8月 6日に福岡の国際大会で

自分の論文を発表します。帰っ

て来て秩父音頭まつりでは一

生懸命踊りたいと思います。 

 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 

今日は第一例会日ですので、ロータリー
ソングは「奉仕の理想」で
した。そこで、会長の時間
はロータリーソングにつ
いての話です。例会の時に
歌を歌う習慣は 1907 年に
シカゴ RC で始まったそう
です。そのころのシカゴ RCではロータリー
で重要なことは「親睦」か「奉仕」かで大論
争で大変ギスギスしていたとのことです。

そこで、クラブの雰囲気を和らげようとし
てハリー・ラグラス(５人目の会員）が音頭
を取って歌を歌い始めたのだそうです。当
時はロータリーソングなんてありませんで
したので、民謡や当時の流行歌などが歌わ
れていたそうですが、歌で人々を繋ぐ事が
出来たのだと思います。 
それでは日本のロータリーソングの始ま

りはいつの事なのでしょうか？資料による
と、1935年（昭和 10 年）５月に京都で行わ

れた第 70 回地区大会を記念して募集され
て、まず４つのロータリーソングが選ばれ
たとのことです。その４曲の内から投票を
して選ばれたそうです。 

第１位は 旅は道づれ世はなさけ なさけ
は人の為ならず・・・という「旅は道づれ」
という曲でしたが、作曲の一部に盗作があ
ったために失格になったそうです。 
第２位は 奉仕の理想に 集いし友よ の
「奉仕の理想」で１位の失格で繰り上げ当

選になったとのことです。さて、以前に入
間ロータリーでこの「奉仕の理想」の歌詞
の事で先輩ロータリアンから「御国に捧げ
ん」としたのは時代のためだと教えてもら

いました。今回少し背景を調べてきました。 
実は、この曲を作詞した京都 RCの前田さん
という方の原詩は、「御国に捧げん」ではな
く、「世界に捧げん」だったのだそうです。
当時のガバナーは村田省蔵さんという方だ
そうですが、この方が国粋主義的な考えを
持った方だったようで、この「世界に捧げ
ん」を「御国に捧げん」と変えなければ当選
を無効にすると宣言されたので、前田さん
は泣く泣く承諾したのだそうです。前田さ
んは後に亡くなる前に、｢もし出来ることな

らば何時の日にか原詩の｢世界に捧げん」に
戻していただけるとありがたい｣と遺言さ
れたそうです。｢御国｣という言葉に変えた
のは、英語が敵性語とされ、米国由来のロ
ータリーに世間の冷たい目が向けられよう
としていた時代に、ロータリーの組織を守
ろうとする苦肉の策だったかもしれません。
実際、この「奉仕の理想」が発表された昭和
10年の５年後には日本のロータリークラブ
は国際ロータリーを脱退し、解散を余儀な
くされることになります。 

そうしたロータリー苦難の時代を耐え抜い
たこの歌の歴史は尊重しなければなりませ
んが、現代のロータリアンはこの歌の「御
国」を「世界」でも「社会」置き換えてもよ
いのではないかと思います。 
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■■■ 講師卓話 ■■■ 
第 2570地区第３グループ 

ガバナー補佐 徳永 眞澄 様 

1.   自己紹介 

出身は、九州の熊本で、昭和 30年生まれ

です。早稲田大学に入り、入った当初から

司法試験のための勉強をし、大学卒業後も

昼間は図書館で１０時間位勉強し、夜は警

備員のアルバイトをしていました。試験に

合格したのが、８回目で文字通り七転び八

起きでした。18歳から勉強し合格したのが

28歳ですから、10年間試験勉強していたこ

とになります。いわゆる青春を楽しんだと

いう思い出はありません 

検事を６年間務めた後に入間の田島法律

事務所で２年間勤務をしました。田島法律

事務所の宅見さんとは、退所後もお付き合

いをさせていただき、とても世話好きで、

真のロータリアンでした。平成６年に独立

所沢に事務所を設立、現在に至ります。 

2. 4つのテストについて 

① 真実かどうか 

実際に起きた新幹線の中での暑くて、寒

くなったことをお話ししました。真実であ

ることの立証はなかなか難しいと思います。 

② 好意と友情を深めるか 

債権回収事件で、10年間かかって、50万

円を回収できた話をもとにお話ししました。 

普通に弁護士費用を計算すると 100 万円位

になります。そうすると相手方から回収で

きた 50万円は、自分が取得し、依頼者は更

に弁護士費用として 50 万円を支払うこと

になります。しかし 10年間やってきて、自

分には何も入らず、50万円支払っただけで

終わったということになります。好意と友

情を深める関係にはなりません。それで、

相手方から取得した 50 万円を半分ずつに、

依頼者が 25万円、自分が 25万円を取得し、

弁護士費用はそれで終わりにしました。そ

の依頼者とは現在もお付き合いが続いてい

ます。 

  

会長の時間の為にバイオリン演奏をして下

さり、卓話の最後には締めとしてトランプ

でマジックを披露されました。 

 
 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 

第 2回定例理事会報告  

〈協議事項〉 

1. 10月のプログラム  

2. 決算報告  

3. 8月 22日(木)会場変更 

7階さくら草ホール 

〈報告・予定等〉 

Ⅰ・8/11(日)国際奉仕委員会セミナー 

・8/14(水)15(木)秩父音頭まつり 

・8/17(土)R財団セミナー 

・9/ 8(日)米山梅吉記念館訪問研修旅行 

Ⅱ・8/2(金)彩の国オープンファクトリーin

入間懇談会 

・9/2(月)あいさつ運動各小中学校下校

(豊岡中・小  高倉小) 

 



3 

≪今月のお祝い≫ 

 

 

●委員長報告 

＜会報・雑誌委員会＞ 宮崎正文委員長 

【横組ページ】 

・P7-P11 クラブを活

性化させる同好会に

ついて 

・P32-33 世界ポリオ 

 デーについて 

【縦組ページ】 

・P20-P21 柳壇 入間南 RC 大野 快三様 

 

＜ロータリー美術館＞ 関谷永久館長 

毎年恒例のガバナー訪

問でのロータリー美術館

を開催いたします。皆様

がお持ちの美術品、ご家

族の作品の出品くださ

い。事務局より FAX を送

付済みです。宜しくお願

い致します。 

 

宮寺成人会員 

「ネパール教育支援プロジェクト経緯報告」 

 2017年、関谷永久会長

の際に視察団を編成し

てから、現在までの経緯

を、本日配布された報告

書を説明しました。 

 

 

 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 24名 60.00％ 70.00% 

事前欠席連絡 6名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★お世話になります。宜しくお願いします。 

「新所沢ＲＣ徳永眞澄様」 
 

★ガバナー補佐のお供で参りました。宜し

くお願い致します。 

｢新所沢ＲＣ幸森康夫様｣ 
 

★徳永ガバナー補佐、幸森様ようこそ入間

クラブへ。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君、馬路宏樹君、

忽滑谷明君、齋藤栄作君、細淵克則君、

吉永章子君、関谷永久君、新井格君」 
 

★徳永ガバナー補佐、幸森様ようこそ入間

クラブへ。旧軽井沢ゴルフクラブ グラン

ドシニアチャンピオンになりました。 

「豊田義継君」 
 

本日\39,000 累計\124,539 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 8月号 

② 確定申告用寄付金領収証送付のご案内 

③ RI第 2570地区青少年奉仕部門ライラ 

④ 日豪青年相互訪問団報告書 

⑤ 職業奉仕に関するご案内 

⑥ 公共イメージ委員会活動について 

⑦ 8/29納涼例会出欠表 

⑧ クラブ協議会の内容について 

⑨ 他クラブ週報 

⑩ 週報 3,4号 

会員誕生日 
森田英郎君 後藤健君 

細田浩司君 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 

関根保子様 

 

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  ■会報委員長：宮崎正文 

 


