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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは機会の扉を開く

第４１２回 例会 １２月２２日 中央公民館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
ロータリーソング
四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

卓話 公益財団法人 現代人形劇センター
「デフ・パペットシアターひとみ 」

中西 優樹様

１２月８日の例会記録
◆ 会長あいさつ

木村 博行会長

皆さんこんばんは、やはり今のコロナの影響なので
しょうか、出席が思うようにいかないと思いますし、無
理に参加をされなくても構いません。まずは命が最優
先です。その後に仕事、また後にロータリーという事
でお願いしたいと思います。
来週、いよいよクリスマス例会になります。何人か
の方にご心配のお声をいただいたものですから、先
週水曜日にホテルの支配人の方とお話をさせていた
だきました。取り敢えず感染対策はしっかりとしてい
る。ソーシャルディスタンスも確保しているという事で
すから、ホテルとしての感染対策は万全に施してお待
ちしておりますという事でしたので、ざっくり言うと、是
非来てほしいという声が私には聞こえましたので、う
ちの方で何かなければ行う予定でおりますからという
ことで、ホッとしたようなお声を聴いております。ぜひ
来週感染対策を取りながらですが、楽しめたらと思い
ます。
最近の状況ですが、私は仕事で色々動くのですが、
例年より車が混んでいるように感じます。産業道路、4
号など平日が渋滞しているように感じます。車での移
動が増えている気がしますので皆さん気を付けて下
さい。
うちの事務員も 3 日ばかり自宅待機をしてもらいま
した。その方の息子さんが先週旅行から帰ってきて
発熱をしたというので、ＰＣＲ検査をしたら陰性だった
ということでしたが、うちは人がいなくて大変だったの
ですが、明日から出社していただけます。

皆さんもこれだけ大勢の方が出ているとなると身近と
言うか近くにいらっしゃる事もあると思いますので今日
から来週のクリスマス例会がやれるかどうか、皆さんに
もかかっていますので慎重に且つ同じ部屋にいても感
染する人としない人がいるらしいですから行動も慎み
ながら、大声を出さずに生活をしていただければと思い
ます。宜しくお願い致します。

幹事報告

加藤芳隆幹事

皆さんこんばんは、今年も残り 3 週間になりました。
皆さんと共にコロナ感染に気を付けながら良いお正
月を迎えることができればよいなと思っております。
今日は、幹事報告はございません

今後のプログラム
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

皆さんこんばんは、今年度第２７７０地区職業奉仕委員会に当クラブから出向させていただいております。
本日は職業奉仕月間が１月という事で１月になりますと職業奉仕委員会のメンバーは各クラブに行って卓話をする
というお役目がありまして、たまたま第１回木村博行・加藤杯ゴルフ大会で牛山プログラム委員長から１月は色々
なクラブに行って卓話をすると思うから 1 回当クラブで予行演習をしたらどうかと声をかけていただきました。せっか
く人前で話す機会を与えていただいて、他のクラブにいって緊張してしどろもどろになってしまうと草加松原ＲＣの名
誉を毀損することになってしまうので是非やらせていただきますという事で本日に至ったわけでございます。
私は入会して 7 年目で 5 年目に会長をやる前に「ＲＬＩ」受けるようにという事で 1 日目にリーデングする方から「今
年のガバナーの名前はと聞かれ、私は知りません」と答えました。するとパストガバナーの方ですが「君は会長を
やるのと、ハイ」と答えると 10 年早いと言われました。これは生半可な気持ちでロータリーをやっていたら、自分に
とっても不幸だ！と思ったのです。高い会費を払って皆さんとロータリアンですと言っていたら皆さんに失礼だ！一
大決心をして頑張っているところです。
この職業奉仕委員会に入って最初に「シェルドンの森」アーサー・シェルドン、皆さんご存知ですか！私は知りませ
んでした。知らない事ばかりでした。辞めようかと思ったこともありましたが、辞めないで良かったと思っています。
今年は中里ガバナー、公式訪問が終わりましたので皆さんご存知と思いますが、近年新しい会員が増えてきたと
いう事で、入会 5 年未満、新会員対象で「ロータリーとは何か」をわかりやすく説明してほしいという通達がありまし
た。私が人に説けるような立場ではないので一緒に勉強をしなくてはいけないと思い勉強しました。
皆さんベテランの方ばかりなので、ロータリアンになった頃のことを思い出しながら、こんなこともあったな～と思っ
て見守っていただければと思います。
＊ロータリークラブに入会後、「自分が変わった」と思いますか？
ロータリアンってどんな人？
・裁量権をもった職業人及びキャリア ・職業上の高い倫理基準と高潔性を有している人
・日々、奉仕の理念を実践している人
利他の心を持って社会に奉仕する事（人に対する思いやりを持って、人の役に立つ事）
初期のロータリー思考
伊奈さんこんばんわ
ポール・ハリス(弁護士)
ガスターバス・ロア(鉱山技師)
シルベスター・シール(石炭商)
ハイラム・ショーレ(洋服生地商)
1905 年 2 月 23 日シカゴロータリーを設立、当時ニューヨーク、サンフランシスコに次ぐ３番目の都市だったが大
不況だった。犯罪もままならない状況
ポール・ハリスは、虚しくて・寂しかったのでこのような時代だからこそ信頼できる仲間が欲しかった！親睦と仲間
により事業の発展を目的にしたロータリークラブを作りました。
例会場は各メンバーの職場でしました。第 1 回はガスターさん、第 2 回はポールさん、第 3 回はシルベスタさんで
初代会長になりました。連続 4 回欠席したものは会員資格を喪失すると厳しい掟を作ったのです。もう 1 点は卓話
を始めました。シルベスタさんが石炭のことを話したとのことです。今から 116 年前のことです。
親睦と物質的相互扶助による事業の発展をさせようとして会員相互に互恵主義を義務付けました。
＊ドナルドカーターの指摘
「仲間だけで仲良くして、自分たちの商売が繁栄する事のみを考えていいのか、
会員以外の人々に何らかの利益をもたらす事を考えるべきです。
人の尊敬と信頼を受けないような団体は長続きするもではない」と言ったそうです。
ドナルドカーターさんは入会されませんでした。
そこでポールさんは反省して、定款や目的を変えて、社会奉仕も変えようと、
2 年後シカゴで市民団体の代表を集めて公衆便所の建設委員会を設立しましたが、
色々な反対を受けて着工までに 2 年かかったそうです。
この徽章はメンバーのハリー・グラスさんが考えました。馬車の広告が目について、例会場の持ち
回り、物の思想の伝達手段としてのイメージを馬車に結び付けたのです。
支柱、最初は１３本から始まりましたが、１９２０年のアトランティックシティ大会で現在支柱６本に、
２４個のギアになりました。下に運動をイメージした雲を付けましたが、ちり、ほこりに見えるとメン
バーからの指摘で消されました。
＊ロータリーの二つのモットー（標語）
第１標語：「超我の奉仕」 “Service Above Self”人に対する思いやりを持って、人の為に尽くす
第２標語：「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 “One Profits Most Who Serves Best”
相手にとって最大のサービスをすれば最高の精神的満足が得られる アーサーF シェルドン

＊ロータリーの目的 の２番目
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータ
リアン各自の職業を高潔なものにすること；
これが一番職業奉仕にあたるのではと言われています。
＊四つのテスト
今日も唱和いたしましたが、色々な解釈があると思います。ハーバートＪ.テイラーさんが約９０年前に作りました。
経済が不況の時に、アルミ食器の会社が倒産寸前でした。その社長さんがハーバードさんに何とかしてほしいと
相談をしました。そこでこの「四つのテスト」を社員に覚えさせて行動指針にしたらどうかという事で、社員に毎日
唱和して実践しようと続けて習慣化しました。１０年後その会社は見事に復活したという逸話があります。
ハーバード・テーラーさんは後に RI 会長になられたそうです。
※余談ですが、日光の金谷ホテル、アインシュタインや外国の要人も宿泊するホテルの壁に「四つのテスト」が掲
げられているそうです。社長もロータリアンで例会場にもなっているという事です。
＊ロータリアンの行動規範
あまり目にしないと思います。最近変わった内容としてハラスメントと言う文言が時代を反映していると思います。
１）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を持って行動する。
２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中
の人びとの生活の質を高める
４）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける
５）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持することを支援し、ハラスメントの
疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないように確認する
この図はベン図と言います。（ベン図）を使って、あなたが考える関係性を提示して下さい。
共有できる価値観は何でしょう？これを使ってＲＬＩで質問されます。
１）５代奉仕部門
・クラブ奉仕 親睦活動とクラブの機能を充実させること
・職業奉仕
今私が語っていること
・社会奉仕
地域社会の人々の生活を向上させるためにクラブが行う活動
・青少年奉仕 指導力の要請活動で言えば ＲＹＬＡ
奉仕プロジェクトで言えば
ＲＡＣ，ＩＡＣ 青少年交換プログラム
・国際奉仕
世界中におけるロータリーの人道的な活動を広げ、世界の理解と平和を推進する活動
この資料は「ＲＬＩ」から出してきましたが、「ＲＬＩ」は年３回開催されています。ロータリーを学ぶ上では良い勉強会
だと思います。今年は第１回が１１月２８日に開催されました。
＊職業奉仕の実践
・例会で会員同士の職業について学ぶ
・自分に関わる人々すべてに対する公正な扱い ・
・職業上のスキルを発揮できる奉仕プロジェクトを発案し、クラブで実行する ・若者のキャリア目標を支援する
・高潔さを重んじて仕事に取り組み、模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す
＊職業奉仕の実践例
ロータリアンが職業スキルを生かした奉仕
・歯科医師が東南アジア地域で子供達の歯科検診と歯磨き指導を毎年行っている
・東日本大震災では 産廃業者が宮城県でゴミの収集と処分に参加した。 水道工事業者が無償で水道復旧
作業に取り組んだ。 被災地で弁護士、税理士、建築士が無料相談会を開いた。
・2019 年台風被害により千葉ゴルフ鉄柱倒壊で民家損壊した時、解体業者フジムラが無償撤去を行った。
・高等学校を対象に職業についての卓話を実施したり、インターンシップ（就業体験）を受け入れた
纏めとしまして、職業奉仕は、心のあり方の職業奉仕と、目に見える職業奉仕があります。
職業奉仕の目的は道徳的水準を高め、奉仕の理念を実践してゆく事、
過ぎた話ですが、１１月３０日に大宮パレスホテル職業奉仕の「夜話会（やわかい）」がありました。２５７０地区のパ
ストガバナー細井康雄さんと言って行田方面ではこちらの会社の看板を必ず目にします。「ファイブイズホーム」四
つのテストのことを徹底的に言っていました。私が個人的に思う事ですが、ロータリーの職業奉仕それだけでなく、
会社経営の根幹となるのは「四つのテスト」なのかと「ファイブイズホーム」社長さんの話を聞いて思いました。
2020-21 年度職業奉仕部門・職業奉仕委員会 メンバー
職業奉仕部門委員長 菊池 和彦（岩槻東ＲＣ）
職業奉仕委員長
都築 大介（さいたま新都心ＲＣ）
委員
島村 功 （蓮田ＲＣ）
大東 悦巳 （春日部西ＲＣ）
山田 託也（越谷ＲＣ）
森 勇一（草加松原ＲＣ） 奥津 雅史 （岩槻東ＲＣ）
このような感じで来年１月職業奉仕月間に地区内、職業奉仕の卓話で回ってきます。例会にかかることは無いとは
思いますが、何やっているのかな～と思われましたら、励ましの言葉を頂けましたら励みになりますので宜しくお願
い致します。本日はありがとうございました。

皆さんこんばんは、近況報告いたします。先週から歯が痛みはじめて、
親知らずが出てきました。もう一つは、私は獨協大学ローターアクトクラブに
所属しているのですが１．２年が主に活動してきて、元会長のソンさんと仲が
良くて、会長から学金について説明もあり、奨学生になれたのです。
ソンさんが２２日の例会に誘ったのですが、ソンさんの都合が合えば、
ロータリーについても色々教えて下さった先輩を例会に連れていたいと
思います。

皆さんこんばんは、今年最後２２日例会の卓話を秋田会員にお願いしていましたが、社内で感染者が出てしま
い、外出禁止で卓話が出来ないとの連絡が牛山プログラム委員長にあり、プログラム変更を考えていましたとこ
ろ、「デフ・パペットシアターと言う人形劇団」デフパペットはろう者（耳の聞こえない人）と聴者（聞こえる人）が協力し
て公演活動を行って、社会に参加するという目的もあってやっている。日本中あちこちで講演をされているようで
す。草加では公演をしたことがないのでやりたいと事で、私も文化協会や今様などに関係あるのである人から紹介
を受けて、今日実行委員会を立ち上げるので来てほしいという事で、１階で５時からやっていました。
話しを聞きましたら、各種団体、子ども食堂や親子劇場などの方たちも来て全員で７．８人で会議をしましたが皆さ
ん是非やりたいが費用の面もあり、またチケット代も高額は取れない、チケット代を安くするにはスポンサーが付か
ないとできないのではないかとの話になり、今日丁度こちらで例会という事で先程会長にご紹介しました。パペット
シアターですので人形劇ですが、言葉がないそうです。少しのナレーションと太鼓の音程度とのことです。見ていて
地味なのですが、見る人の感性に訴えて、人によって感じ方が違う。これを是非皆さんに知ってもらったらよいと１２
月２２日に来て卓話をしていただけますかと声をかけましたら予定が空いているのでと、川崎から来て下さることに
なりました。市内の単体の方々も数名来て下さることになりました。話を聞いていただいて応援できることがあった
ら応援して行ければと思います。彼らが目指しているのは今すぐではなく、来年の秋頃に 200．300 人程度入る会場
でと思っています。来年度は 10 周年の記念の年になるので何か一つ事業を探るヒントになればよいと思って提案
させていただきました。宜しくお願いします。

12 月８日 ニコニコＢＯＸ
金額 1３,000 円 累計
252,000 円
12 月８日 出 席 報 告
会員総数
40
出席
14
出席免除
9
ＭＵ
2
出席適用
３１
出席率
51.61
12 月 15 日
出 席 報 告
40
出席
1７
出席免除
５
ＭＵ
2
出席適用
３５
出席率
54.29

12 月 12 日(土)パレスホテル大宮 ローズルームで開催され
徐 緒隆君と共に加藤芳隆幹事・
田中和郎カウンセラーが出席しました。
田中カウンセラーには徐君からプレゼント
が送られました。

木村 博行会長 森さん素晴らしい卓話ありがとうございました！皆さん来週はクリスマス例会です。
今日からチャレンジは始まっています。この 1 週間陽性にならない様お互い慎重に生活しま
しょう。
加藤 芳隆幹事 今日は森さん、職業奉仕居ついての卓話宜しくお願いします。
地区職業奉仕への活動お疲れ様です。
牛山 信康会員 偶然とは不思議なもの、日頃の運動不足のため、一人で筑波山へ行きましたら途中の山道で
関さんと加藤さんの奥さんのグループとバッタリ会ってしまいました。
双方思わず「アッ」と言ってしまいました。
大塚 嘉一会員 娘(大学 1 年)が徹夜して課題を仕上げ、朝一番で学校に行きました。
私はもう数年前から徹夜のできない体になっています。
川井 大輔会員 体調不良のため(コロナではありません)2 週間連続で欠席しました。
森会員の卓話、楽しみに参加しました。
関
洋会員 12 月 6 日日曜日、筑波山に登りました。何と、頂上で牛山さんとバッタリ会いました。
さすが健康自己管理が違うなと思いました。
富永
悟会員 森さん卓話楽しみです。ありがとうございました。
二階堂祐司会員 物が二重に見えたりしたので昨日脳のＭＲＩを撮ってきました。結果は異状なしでホッとして
います。森会員卓話宜しくお願いします。
長谷部健一会員 今日は森勇一会員の職業奉仕卓話を楽しみに来ました。
デフ・パペットシアターの中西様ようこそお越し下さいました。
森
勇一会員 今日は拙い私の卓話をお聞きくださりましてありがとうございました。
他クラブでたくさん実演してまいります。
鈴木
努会員 今日は森さんの卓話ありがとうございます。

第４１１回 １２月１５日 パレスホテル東京

≪参加者≫
木村博行会長
加藤芳隆幹事
大塚嘉一会員
飯山英彦会員
田中和郎会員
二階堂祐司会員
森 勇一会員
松田龍美会員
鈴木 努会員
謝 振宇君

早和子様 春風様 柚香様
智世様 竜矢様
池田国雄会員 祥子様
文音様 格様
牛山信康会員 由美子様
めぐみ様
篠宮時雄会員 明子様
百代様
瀬戸健一郎会員 百合子様
由美様 美緒様 富永 悟会員
裕美様 遥乃様
長谷部健一会員
淳子様 茉莉様
山口昭人会員
京子様
徐 緒隆君
岡本栄子
荻田郁子

