
【しらかし会の皆様ご挨拶】

【年次総会】

定足数の確認 会員41名中28名出席。細則第

6条第4節、会員総数の3分の1以上ですので、本

総会が成立することを宣言いたします。

クラブ細則第3条および内規第1項(1)(2)(3)(4)

に基づき、先週の例会で2018～19年度役員・理

事および会計監査候補を指名し、会員の皆様に公

表いたしました。クラブ細則第6条第1節により、本

日の年次総会にて、次年度の役員および理事の選

挙を行います。候補者名を申し上げ、ご承認を諮り

たいと思います。

【役員】

鈴木 洋子 （選挙済）、石川 達男（選挙済）

岸 幸博、辻 彰彦、横澤 創、小栁 智裕

【理事】

中村 友彦、野口 宏、藤塚 勝明、

竹野 国敏、富澤 克司

【会計監査】 長野 俊八、古郡 清

次年度、役員・理事および会計監査の候補者に

対し、賛成の方は拍手をお願いいたします。過半数

を超える拍手を頂き有難うございました。規定により

ますと過半数の賛成で承認となりますので、各候補

者の方々の当選を宣言致します。

例会のときに「歌を歌う風習」は、1907年、今か

ら103年前シカゴRCで始まりました。「親睦」か「奉仕」

かの大論争で、ぎすぎすしたクラブの雰囲気を和ら

げようとハリー・ラグラス（５人目の会員）が音頭をとっ

て歌い出したのが始まりだそうです。当時はロータリー

ソングなんてまだありませんので、民謡や当時の流

行歌が歌われたそうです。

資料にある４つのロータリーソングは、初めての日

本語オリジナルのロータリーソングです。１９３５年

（昭和１０年）５月の第７０地区大会（京都）を記念し

て募集され、当選したのがこの４作品です。

第1 位は「旅は道づれ」。第一 作歌 杉村廣太郎

（東京）作曲 吉住小三郎（東京）

旅は道づれ世はなさけ なさけは人の為ならず

世は明鏡のやどす影 うつす形（すがた）を偽らず

わがほほえめば 影も笑む

自分が為した善は、福となって帰ってくる、

「 もよく奉仕する者、 も多く報いられる」という

ロータリー･モットーに通じるような内容の歌詞のよう

に思います。

この「旅は道づれ」は作曲の一部に盗作があった
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【 本日のプログラム 】 12月10日 移動例会 「交通事故撲滅大作戦」 会場 大和自動車学校
【 次回予告 】 12月21日 夜間移動例会 「クリスマス家族例会」 会場 北京飯店

【 第1880例会 】 平成29年12月7日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君

【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 新村 千成 君
【 ゲスト 】 しらかし会の皆様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

41名 30名 88.24% 82.35% 12名 橋本（吉）、引田、石田、苗加

会長の時間 小栁 智裕 会長
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ため後に失格となり、第２位の「奉仕の理想」が、第
１位 に繰り上げ当選になったそうです。
「奉仕の理想」については、後で申し上げることにして、
第３位の歌 第三 作歌 田崎 慎治（神戸）作曲 早
川彌左衝門（名古屋）
１ 平和を人の世に植え 親愛の心はぐくむ奉仕こそ
げにやひとしく 仰ぐなる吾等が理想ロータリー ロー
タリー ロータリー

２ 諸種の職業の中より 選らばれし我等集いてわが
職業の尊きを知り 培はむ奉仕の精神

３ 住む国の内外を問わず とる職業の形かわれどむ
つみつつ扶け励みて ひろめなむ吾等が理想
この歌詞は、現在、私たちが理解しているロータリー

理念とほとんど重なっているように思います。軍国主
義が盛んになりつつあった当時としては、かなり思い
切った平和主義が表明されています。
第４位は、おなじみの「我らの生業」ですから、コメ

ントは省略します。
さて、繰上げ当選して1位になった「奉仕の理想」

です。第二 作歌 前田和一郎（京都）作曲 萩原 英
一（東京）
奉仕の理想に 集いし友よ 御国に捧げむ 我らの業
望むは世界の 久遠の平和 永久に栄えよ 我らのロー
タリー ロータリー
私は、この歌にずっと違和感を抱いていました。２

行目の「御国に捧げん」の「御国」が、ロータリーの思
想と相容れないと感じたのです。戦後死語になった
ような「御国」は使いたくないと思い、この一節を歌う
ときは、今でも頭の中で「地域に捧げん」とか「社会に
捧げん」と頭の中で置き換えています。
実は、この曲を作詞した京都RCの前田さんの原

詩は、「御国に捧げん」ではなく、「世界に捧げん」だっ
たのです。当時の村田省蔵さんというガバナーは国
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
は無効と宣言したので、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、「もし出来
ることなら何時の日にか 原詩の『世界に捧げん』に
戻していただければありがたい」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知れません。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、私たち２１世紀を生きる
ロータリアンはこの歌の「御国」を、「世界」でも「地域」
でも「社会」でも自由に置き換えて歌ってかまわない
と私は思っています。

①12/10（日）交通事故撲滅大作戦です。12/14

（木）は振替休会となります。12/21（木）は夜間

移動家族会です。12/28（木）は年末休会です。

②2/12（月）海老名RCホストによるIMがオークラフ

ロンティアホテル海老名で１４：００から開催されま

す。

③本日定例理事会を開催いたします。

「外向きの職業奉仕の実践概要」 入江 公敏

1.大和自動車学校として地域の交通安全教育の推

進

教習所を利用して、警察署、関係団体と連携をし

て地域の交通安全運動を行うことは、自動車教習

所としての責務であります。

2.交通事故の現状

昭和5年の日本の自動車保有台数は89,222台

でしたが、マイカー元年と言われた昭和41年以降

個人所有が急増し、昨年には8,105万台です。保

有台数の増加とともに交通事故も増加し、交通戦争

と呼ばれた昭和45年には、年間70万件を超える事

故が発生し、16,765人の死者がでました。以後、こ

の年に制定された交通安全対策基本法に基づき、

国、地方公共団体、関係民間団体が一丸となって

交通安全対策を強力に推進し、年々発生件数、死

者数を減少させています。今年の12月5日現在の

神奈川県の交通事故発生件数は、26,294件で前

年比＋1,351件、死者は134人同＋16人です。

大和市は29年11月末で、発生が842件、死者

数2名ですが、いまだに死者数が出ていること、高齢

者の割合が増えていることなどを考慮し、教習所の

立場、ロータリーの立場としても、交通安全対策に

重点を置いた奉仕活動は重要であります。

3.大和中RCとして交通安全対策に重点を置いた奉

仕活動

私が入会したのが平成17年11月ですが、翌年に

石川 健次パスト会長のお話で、厚木基地ランハム

小学校60名と大和東小63名系123名をお呼びし

て、国際奉仕と社会奉仕の観点から実施したのが

初でした。当時も自転車の交通安全教室、大型

の巻き込み事故と衝突事故をダミー人形を使いリア

ルに再現しエアーバックの体験とシートベルト正しい

装着法、両校からも非常に評価され、当時のロータ

リーの友の一面で掲載されました。その後平成22年

からは、現在の交通事故撲滅大作戦と銘打ち、今

は3千人を超える規模となりました。今年の特色とし

ては、高齢者の事故が多いことから、ディーラー交
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幹事報告 北砂 明彦 幹事

3分間スピーチ



対協の協力を得て、自動ブレーキ急加速防止装置

の体験を加えております。おそらくこのような普及が

あれば、12月5日に起きた家電量販店の事故など

起きなかったと思います。

青少年育成基金委員会 後藤 定毅 委員長

去る11月16日に今年度の青少年育成基金は、

対象校である大和市立光丘中学校の犬塚校長先

生がお見えになり支給されました。遅れましたが、本

日その基金使途内容について皆様のお手元に配布

しています。引き続き基金にご支援をお願いいたし

ます。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 苗加 真敬 委員

会員誕生日 石田 卓也 君 12月15日

配偶者誕生日 小倉 久美子 夫人 12月18日

辻 明美 夫人 12月30日

結婚記念日 長野 俊八 君 12月14日

野口 宏 君 12月23日

創業記念日 原嶋 賢一郎 君 12月20日

入会記念日 郡司 守 君 12月8日

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ① 鈴木 洋子 君 12月25日

入江 公敏 君 12月25日

原嶋 賢一郎 君 12月25日

引田 俊一 君 12月25日

苗加 真敬 君 12月25日

板垣 克浩 君 12月25日

川名 惠美子 君 12月25日

小野 泰弘 君 12月25日

「私の職業紹介」 新村 千成 会員
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小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事
本日は卓話は「私の職業紹介」との事。従来の仕事か

ら新たな仕事へのチャレンジもしているようなので、楽しみ

にしておりました。宜しくお願い致します。

辻 彰彦 君

①妻の誕生日のお祝いありがとうございました。

②8月の出迎えから11/25までの長きに渡り、留学生チェ

ン君の快く受け入れていただき、本当にありがとうござい

ました。奥様、ご家族の皆様に感謝申し上げます。

板垣 克浩 君

アニバーサリーのお祝いありがとうございます。

郡司 守 君

①何年前の入会か忘れてしまっています。40年の記念

が行われる今年度、身体を壊して「なんの」手伝いも

出来ず、40年前のチャーターナイトの準備では若さに

まかせ、先頭を走っていたことを思い出します。立派な

式典になるよう祈念します。

②久振りで例会出席です。月に2回は出席したいと願って

おりますが、なかなか症状がとりたてて良くならず、当

分は月1を息子に送り迎えしてもらい、頑張って来る努

力いたします。また記念委員会手伝いなと出来ず失礼

いたします。

野口 宏 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

川名 惠美子 君

石田卓也様、お誕生日おめでとうございます。

鈴木 洋子 君

お祝いありがとうございます。

長野 俊八 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。

横澤 創 君

新村 千成君、本日の卓話、楽しみにしています。お

互いに、大和のチベットと呼ばれる南部地域ですね。とて

も他人とは思えない親しみを感じます。

入江 公敏 君

アニバーサリーのお祝いありがとうございます。新村さん

卓話頑張ってください。

橋本 日吉 君

松風園春日理事長、目黒園長、向山先生、ようこそお

出で頂きました。11/11映画会では子供たち、ご家族の

笑顔がとても嬉しく思いました。

小倉 一道 君

妻の誕生日のお祝いを頂き、誠にありがとうございます。

妻に感謝して少しだけ多めに納めます。

上田 利久 君、藤田 方己 君、髙橋 政勝 君

先週は3名（上田、藤田、髙橋政）のお祝いありがとうご

ざいました。これからもよろしくお願いします。

番 桂柳 君

生来の筆不精に老いが加わりまして、年賀状は失礼さ

せて戴きます。皆様良いお年をお迎えください。

スマイルボックス 番 桂柳 委員 本日 \23,000 累計 \312，309


