
3月30日移動例会につきましては、沢山のご家

族の皆さんがおいで頂き、花は今一でしたが、イン

ターコンチでの例会は、大変盛り上がりました。ＳＡＡ、

親睦委員会のみなさんありがとうございました。今

年度も行事としては、6月の東慶州ＲＣ離就任式に

伺い国際奉仕として親善を図ることのみになりまし

た。今年度も奉仕活動を行ってまいりましたが、奉

仕の標語の中で、ロータリーが発足して間もなく、アー

サー・フレデリック・シェルドンが提唱した“He profits

most who serves best”「最も奉仕する者、最も報

われる」というものがあります。この標語は、かつて

は、ＲＩの第一標語であったわけです。ただし、私は、

世俗すぎないかと言うに風に感じていました。ポー

ル・ハリスは、「ロータリーの理想の友愛」の中で、

「精神的な報酬」に主眼をおいています。

いろいろ調べてみますと、この標語は、シェルドン

が、ミシガン大学経営学部で専攻した販売学を基

本として、自らが設立したビジネススクールで経営

学の基本理念として教えていた考え方を、そのまま

ロータリーが受け入れて、ＲＩがロータリーの奉仕理念

として採択したものであります。自分の儲けを優先

するのではなく自分の職業を通じて社会に貢献す

るという意図をもって事業を行えば、結果として継

続的な事業の発展が得られるという独自の思考で

あります。この考えが、ロータリーが他の奉仕団体

にはない「職業奉仕」の考え方なのであります。私

は大きな誤解をしていました。

この標語は、2001年規定審議会に提案された

「性に関する表現を削除することを理事会に要請

する件」が採択され、Ｈｅが使われていることでＲＩ理

事会は、この標語を使用停止に決定いたしました。

これには日本人ロータリアンの抗議に合いＲＩ理事

会は決定を撤回しました。その後、日本からの「歴

史的に重要な文書や声明は原文を尊重する」とい

う提案が採択され原文のまま残されることになりま

した。

ここで思うことは、日本人は世界の人と少し考

え方が違うと思います。何故かなと思いますと、自

然な奉仕的な考えを元々、持っているように思いま

す。武士道これは、農民でありながら勇猛果敢に戦っ

た坂東武者の精神の話、「鉢の木」は、能の演目に

もあります。猛吹雪の夜、貧しい坂東武者の家に突

然旅の僧が宿を貸してくれとやってきました。なけ

なしの粟飯を出し、以前はたくさんの所領を持つ身

1

【 本日のプログラム 】 4月13日 卓話 「自動運転技術について」 日産自動車（株）
【 次回予告 】 4月20日 卓話 「八千代・都民・新銀行東京、三行合併について」 荒井 純寿 様

【 第1850例会 】 平成29年4月6日（木） 【 司会SAA 】 梅田 秀雄 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 北砂 明彦 君
【 ゲスト 】石田 卓也 様 【 ビジター 】 宮東 悠 様、古川 毅 様（大和RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

42名 30名 81.08% 80.56% 12名 引田、石川（達）、板垣、苗加、鈴木、竹野、富澤

会長の時間 入江 公敏 会長
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分であったが、一族の横領ですべて奪われ、このよ

うに落ちぶれたと身の上を語るうちにいろりのまき

が尽きてしまいました。継ぎ足す薪もろくにないので

松・梅・桜のみごとな三鉢の盆栽を出してきて、こ

れを薪にしてせめてものおもてなしにしましょうと火

にくべました。春になり、突然、鎌倉から緊急招集の

触れが坂東武者に出ました。古鎧に身をかため、や

せ馬に乗って駆けつけました。鎌倉につくと北条時

頼の御前に呼び出されました。おそるおそる前に進

み顔をあげると、そこにはあの大雪の夜の旅僧の

顔がありました。時頼は一宿一飯の恩義を受けた

礼を述べ、はせ参じたことをうれしく思うと語りかけ、

失った領地を返した上、あの晩の鉢の木にちなみ

三か所の領地を新たに恩賞として与えました。落ち

ぶれた武士は、僧侶に真実の善意から飯を提供し、

鉢の木をくべたのであります。こうした先人の意識

が自然にわれわれの心の中にあるようにも思いま

す。

ロータリーの奉仕の理念に戻しますと誰が最初

に「他人の事を思いやり他人の為に尽くす」と言う

社会奉仕的表現をしたかは不明だそうですが、こ

れにロータリーは人類全てがつけ加えられ、職業奉

仕の理念が希薄になりつつあります。最近では、人

道的奉仕活動が中心になっていっています。私のよ

うに本来のロータリーの奉仕理念の意味が分から

なくなるロータリアンも出てくると思います。たまに

は、原点をうかがうことも必要なように思いました。

大和RC

創立55周年記念

式典についてのご

挨拶

会長 宮東悠様

古川 毅 様

荒井 純寿 様 転任のご挨拶

八千代銀行大和支店支店長新任ご挨拶

石田 卓也 様

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 藤塚 勝明 君 4月11日

配偶者誕生日 横澤 たづ子 夫人 4月10日

後藤 久子 夫人 4月11日

結婚記念日 髙橋 政勝 君 4月10日

入会記念日 梅田 秀雄 君 4月9日

阿萬 正巳 君 4月9日

「イニシエーションスピーチパート2」

川名 惠美子 会員
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宮東 悠 様（大和RC）
3月12日大和RC創立55周年式典に多くの会

員のご参加を頂き、ありがとうございました。
古川 毅 様（大和RC）
今日は、大和RCの古川です。本日、よろしくお

願いいたします。
入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
先日のお花見に参加して下さり、ありがとうご

ざいました。荒井さん、今までありがとうございま
した。石田さん初めまして、今後とも宜しくお願い
たします。宮東会長、古川様、ようこそいらっしゃい
ました。川名さん卓話楽しみです。
後藤 定毅 君
①宮東会長、古川さん、先日の55周年ご苦労様
でした。素晴らしい記念式典と記念事業で感激
しました。これからも親クラブとしてご指導をお
願い致します。

②荒井支店長、ご栄転で転勤とのこと、嬉しい限
りですが、仲間としては寂しさも募ります。お身
体気をつけてご活躍下さい。石田新支店長、と
もにロータリーを楽しみましょう。

髙橋 清 君
①大和クラブ会長宮東会長、古川様、ようこそお
出で下さいました。ごゆっくり例会を楽しんで行っ
て下さい。

②川名惠美子さんの卓話楽しみに拝聴させて頂
きます。

松崎 正実 君
4月になり、6人の子孫のうち３人が中学校、小

学校、幼稚園に入学、入園となりました。出費が多
い年となりました。嬉しい出費です。
郡司 守 君
先週の横浜での家族例会、地元の桜見物なの

で張り切って参加したは良いが、最後にﾁｮﾝﾎﾟｳをし
てしまい、皆さんをバスで待たせたようで、トイレか
ら出たら方向が分からなくなり、横浜なのに海老
名のホテルにいると勘違いしました。
上田 利久 君
1週遅れですが、58回目の結婚記念日です。よ

り健やかな未来のために、いつもありがとうござ
います。
番 桂柳 君
①誕生日を祝って戴き、ありがとうございます。晩
期高齢者86歳です。あと何年皆様方のお仲間
にして頂けますか。

②創業記念日のお祝い、御礼申します。但し診療
所を閉め12年になります。そろそろ兵糧も底をつ
いて来ました。

藤塚 勝明 君
暖かくなって参りました。誕生日のお祝いをあり

がとうございます。心は寒くなる一方ですが。
梅田 秀雄 君
①入会日を祝って頂きありがとうございます。長
いだけで少しも成長していませんが。

②川名さん本日の卓話楽しみにしていました。
阿萬 正巳 君
入会記念のお祝いありがとうございます。

伊藤 英夫 君、後藤 定毅 君、石川 健次 君、
岸 幸博 君
川名さんの卓話楽しみにしていました。イニシエー

ションの話に感激した記憶が今も忘れませんが、
ロータリーで川名さんと出会えたことは大変幸せ
でした。
髙橋 政勝 君
川名さん卓話楽しみにしています。荒井支店長

さん栄転おめでとうございます。結婚記念のお祝
いありがとうございます。
神作 彰 君
川名惠美子さん、今日の卓話宜しくお願いしま

す。
橋本 日吉 君
川名会員、弁舌爽やかイニシエーションスピーチ

パート2楽しみにしております。
野口 宏 君
荒井支店長ありがとうございました。ダンス同

好会で待ってますね。川名さん卓話楽しみです。
新村 千成 君
川名さん、本日の卓話楽しみにしております。頑

張って下さい。
藤田 方己 君
入江さん、過日はサプライズありがとうございま

した。天下のい名優とゴルフが出来るとは思いま
せんした。
橋本 吉宣 君
しばらく仕事で出席出来ませんでした。忘れら

れない様にスマイルしておきます。
中村 友彦 君
本日はFMやまとのお知らせのお時間を頂き、

ありがとうございます。
川名 惠美子 君
藤塚勝明様お誕生日おめでとうございます。

橋本 日吉 君
荒井会員、大和中RCでのロータリー生活エンジョ

イできたでしょうか。大変お世話になりました。今
後ともご活躍をご期待いたします。
荒井 純寿 君
この度、4/1付けの移動で、本店新宿にあるコン

サル会社へ出向する事になりました。2年半お世
話になり、本当にありがとうございました。また後
任の石田もよろしくお願いいたします。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \36,000 累計 \605，103


