
第1923回例会
例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：五十嵐恒男 君
点　鐘：PM12：30　武田寿美男 会長 ロータリーソング：「国歌」「四つのテスト」

2011-11／８（火）天気（晴れ）

会長挨拶 　皆さんこんにちは。周りの山々、里のイ
チョウやもみじも綺麗に色づいてまいりまし
た。例年よりも遅れているようですが秋も深
まってまいりました。先週は大変喜ばしい事
がありました。南クラブの会員であります長
谷部成昭会員が、秋の叙勲で旭日小綬章を受
けられました。それから、川合賢助会員が三
浦記念賞を受賞致しております。本当におめ
でとうございます。先週の土曜日は市民会館
で新世代フォーラムが行われました例会変更

でしたが、沢山のご参加ありがとうございました。今日はガバナー
公式訪問例会です。先ほど11時から会長・幹事会でエレクト、副会
長も含めて、いろいろ御指導いただき、特に会の運営など勉強させ
ていただきました。
　それではお客様のご紹介をさせていただきます。山形西ロータ
リークラブの豊田義一さんです。お試し例会でお一人お見えになっ
ておりますが後ほどスポンサーの方からご紹介いただきます。国際
ロータリー2800地区ガバナー細谷伸夫さん、ガバナー補佐の本田
信昭さんです。ガバナー、ガバナー補佐、共に今後とも御指導の程
よろしくお願いいたします。

　ビジター紹介
（山 形 西）細谷　伸夫 君

１．先般も報告しております、震災復興支援の企画として市内７
ロータリーと相模原南ロータリークラブが主催する、被災地宮城
県リトルシニア東北連盟宮城県支部所属の９チームを激励する為
の「少年野球教室」が13日（日）８：00からベルサンピアみや
ぎ泉の野球場で開催されます。手伝いの方は宜しくお願いいたし
ます。

２．15日は例会変更で出羽桜酒造の酒蔵職場訪問例会です。バスが
10：30にキャッスル前から出ますので、参加者は遅れないよう
にお願いいたします。

３．30日は水曜日ですが例会変更で寺崎さんの三津屋本店さんで
18：30より「新そばを食う会」です。この前の紅葉狩り例会で
山刀伐峠や尾花沢を通過しましたが、三津屋さんではその地区の
農家の方に玄ソバを作ってもらっていて、そのそば粉を使った新
そばを今回召し上がっていただきます。これがおいしい。会員は
3,000円、奥様は2,000円です。出欠表がいきますので奮って
ご参加ください。

武田秀則直前会長
　お試し例会での例会参加者をご紹介いたします。北日本白衣株式
会社　代表取締役社長佐藤博之さんです。
佐藤博之さん
　皆さんこんにちは。北日本白衣株式会社の佐藤です。未熟者です
がよろしくお願いします。
親睦委員会　阿部　浩一 君
　11月の会員誕生日は、山田仁君、
加藤昭弘君の２名の方です。

　ニコニコBOX　青山治右衛門 君
　細谷伸夫ガバナー　今日はよろしくお願いいたします。

　本田信昭ガバナー補佐　今日は、ガバナーのお供で参りました、ニコニコ
させていただきます。

　長谷部成昭 君　旭日小綬章を頂きました、これも皆様のお陰です、
ありがとうございました。

　川合　賢助 君　三浦記念賞を受賞させていただきました、ありが
とうございます。

　加藤　昭弘 君　本日は誕生日のお祝いをして頂きありがとうござ
いました。

　武田寿美男 君　ガバナーからいろいろ御指導頂きました、ありが
とうございます。

　山田　　仁 君　ニコニコさせていただきます。
　黒田　忠雄 君　長谷部君の叙勲を心からお祝いさせていただきます。
　伊勢　和正 君　ガバナー、ガバナー補佐から御指導頂きました、

ニコニコさせていただきます。
　武田　和夫 君　家内の誕生日に大変綺麗な花を頂きました、あり

がとうございます。
　大久保章宏 君　細谷ガバナー、本田ガバナー補佐の来賓ありがと

うございます。
　長沢　一好 君　長谷部さん、川合さん、本当におめでとうござい

ます。
　神﨑祐子さん　最近はデートが忙しくて参加できませんでした、

いい事なのでニコニコいたします。
　菊川　　明 君　細谷ガバナー、本田ガバナー補佐ようこそいらっ

しゃいました、今日はよろしくお願いします。
　佐藤　　稔 君　皆様のご協力で麝香米が大変豊作でした、ありが

とうございます。
　青山治右衛門君　今日はニコニコBOX大変盛況でした、ありがと

うございます。

幹 事 報 告 伊勢　和正 幹事

委員会報告
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　皆さんこんにちは。2011ー2012年RI2800地区
のガバナーを仰せつかりました細谷伸夫です。だいぶ
経ちましたが一年間よろしくお願いします。日頃から
南クラブさんにはお世話になっております。今年度も
武田パストガバナーはじめ、鈴木ライラ小委員会、長
沢米山奨学委員会の方々には地区にご協力頂いており
ます。また大久保さんには研修セミナーの講師も引き
受けて頂きました。新人関係の研修でしたが大成功で
した。本当にありがとうございます。11月５日の青
少年フォーラムにも南クラブさんからは沢山のご参加
をして頂きありがとうございました。
　今年度のRIのテーマ、御存知の通り『こころの中を
みつめよう博愛を広げるために』、これは読んで字の
如くでございます。皆様の心の中を見つめてください
と言う事で、心の中にロータリーがありますかという
事を説いております。それが有るなら、博愛という事
で広めて下さいという事です。今年度のロゴマーク、
大変綺麗なマークですけれども、これは何をデザイン
したものだろうか。いろいろな解釈がありますが、私
の解釈としては、今年の１月15日に行って参りまし
た国際評議会の本会議で世界532名のガバナーエレ
クトが集まりまして、第１回の本会議でこのロゴマー
クが示された訳であります。実はカルヤン・バネル
ジー会長はインドの方でありますが、彼が本会議場で
挨拶する際にはバックスクリーンにハスの花がいつも
映ります。その事を考えると、これはハスの花ではな
いだろうかと考えました。そして演出的には最初に緑
と青の花びらが映し出されます。次に紫と赤の花びら
が映し出される、最後にオレンジと黄色の花びらが映
し出されるという演出でございました。オレンジと黄
色の花びらを見ますと、ハートの形をしております。
ハート型をしているのでこれは心を表しているのだと
解釈いたしました。心の一番下にロータリーマークが
あります。これは心の中にロータリーがありますか？
という風に解釈いたしております。皆さんが自問自答
していただき、心の中にロータリーが有るか考えて下
さいと言っている訳です。そして心の中で考え、育成し
て飛び出したものがオレンジの玉であります。このオ
レンジの玉が博愛であろうと思っております。このよ
うに博愛が出た時には、皆さんも世界中に広めてくだ
さいというロゴマークであろうと解釈いたしました。
　私たちが国際評議会に参加して始めに聞かれた事
は、“なぜあなた方はここにいるのですか”というこ

とを聞かれました。少し考えて見ますと、ガバナーエ
レクトとしてここに来たという事は“１年間ロータ
リーに命をささげる覚悟ですね”と聞かれたのだと
思っております。同時にあなたの心の中にロータリー
が有りますか、という事を聞かれたのだろう、その心
を持ってここに居るのでしょうと聞かれたのだろうと
思っております。今度は、我々が帰って来て例会に参
加してお話をさせていただいた時に、皆さんに“何故
例会に参加しているのですか？”という事を問うても
らうために聞いているのだと思いました。まさか私
は、例会に昼食を食べるためだけに来ていますという
人は居ないと思います。ロータリーという物を考えよ
うというために参加していると思います。皆さんが例
会に参加する際には、何の為に例会に参加しているの
か自問自答して頂きたいという思いであります。万一
ドアを開ける時に、ロータリーの心が自分に無けれ
ば、その辺を一周してロータリーの心を作ってから例
会場に入って頂きたいと思います。そうする事によっ
て、会長・幹事が作ったロータリーの環境にどっぷり
と浸かってロータリーの水に染まって欲しいと言う事
であります。その為の例会です。私達も人間ですか
ら、例会が終わって会場を出ますと忘れてしまいま
す。それはかまいません。忘れるからこそ、１週間に
１回例会に出て下さいとお願いしている訳です。１週
間に１回例会に出て、多少なりともロータリーに染ま
るならば、10回、100回、1000回、１万回と例会
に出ると、多少はロータリー的な人間になるのではな
いかと思い、例会を作るわけです。たとえば、この
間、加藤登紀子のリサイタルがあり私も聴きに行って
参りました。彼女がいい事を言ってました。“私は愛
の歌をあなた方に捧げます。しかし、あなた方に愛の
心が無ければ受け取ってもらえません。ぜひあなた方
の心の中に愛を持って下さい”と言っておりました。
まさにその通りだと思います。乾いた手ぬぐいに水滴
を落としても吸い込みません。少し濡らしておけば水
滴はすぐに吸収されます。ロータリーも同じでありま
す。ロータリーの心を少しでも持っていると、ロータ
リーの色がスーッと入って来ます。ですから例会に来
た時には、ロータリーの心を持って頂き、例会に参加
して頂きたいと思います。例会というのは、会長・幹
事がちょうどいい湯加減にして皆さまをお迎えする訳
です。そこに皆さんがドブッと入って、ロータリーに
浸かって行く、ただし皆さん方も入る時に氷のように

ゲスト卓話

細谷　伸夫ガバナーRI2800地区
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冷たい心であるならば、ちょうどいい湯加減が水に
なってしまいます。ですから皆さんも熱い心を持って
入って頂きたいという事です。そうすれば皆さんに
ロータリーという物がジワーッとしみ込む訳です。１
回で完璧にする事は難しいでしょうから、これを繰り
返し繰り返しやっていただく、それが例会の意味なの
です。
　じゃあ、そのロータリーの心とは何なのか。難しく
言うと奉仕の理想、職業奉仕という言葉を使っており
ます。職業奉仕の奉仕、奉仕の理想とは何なのか、私
は思いやりの心だと思いました。したがって今年度の
地区目標といたしまして“思いやりの心を育て、広め
よう”としました。何故、奉仕の理想が思いやりの心
なのかといいますと、それはポール・ハリスがロータ
リーを作った時の１番最初の目的、究極的な目的は何
だったのか。それは小さな町における心温まる交流、
信頼できる取引関係を築きたいという事であります。
小さな町における心温まる交流とは何なのかと言いま
すと、町の人達がお互いを思いやって行動し生活をす
る事であります。相手の心を察して行動する、相手の
心を思いやって行動する。商売でもそうです。取引相
手、お客さんが何を求めているのかを捕らえて商売を
する。相手の心を思いやった商売なのであります。で
すから、ポール･ハリスは最初から思いやりの心を
ロータリーの目的としていたのであろうと解釈した訳
であります。次に職業奉仕の職業という言葉でありま
す。当初はビジネスという言葉を使っておりました。
ビジネスとは商売の方法という意味です。商売の方
法、どうやって儲けるかという意味です。確かにロー
タリーでは、1905年からシカゴロータリーを作って
やってきたことは、会員間の商売取引の事でした。当
時のクラブにおいて１番大切な係が統計係でした。こ
れは会員間の取り引数、取引額を調べ、取引の１番少
ない会員は１年後には退会となったわけです。取引の
多い人だけでやりましょう、まさにビジネスだったわ
けです。しかし、途中からビジネスをボケイションと
いう言葉に変えました。ボケイションとは何なのかと
いうと天職という意味です。天から与えられた職業、
天とは神のことですから、ボケイション神に与えられ
た職業という風に考えたのです。天が人間社会の中で
円満に進められるように、いろいろな仕事を分担させ
たという意味です。今日の昼食に海老が出ましたが、
この海老が私たちの口に入るまでには、どれだけの人
とどれだけの国が関与したかということです。えびの
場合はタイからの輸入が多いそうですが、海老の餌を
作る人、海老を育てる人、船で運ぶ人、日本に着いて
からも輸送をする人、調理をする人など、たくさんの
人々が関与して始めて私たちは口にすることができ
る。このようにいろいろな職業を分担して、円満な社
会を作ろうというのがボケイション、天職という考え
方です。当然の事として、思いやりの心が入ってく
る。思いやりの心が無ければ、途中で頓挫して私たち

の口に海老が入らないという風になるのです。ですか
ら、ボケイションという言葉の中には、当然の事とし
て思いやりの心が入っている。それから奉仕・サービ
スですけれども、職業奉仕のことをボケイションサー
ビスと言います。サービスと奉仕は違うのではないか
という人もおります。我々は奉仕というと無償奉仕と
思ってしまうことがあります。それではサービスとは
何なのか。我々が旅行などに出かけて旅館やホテルに
泊まったときに、対応が良かったりするとあのホテル
は奉仕がいいとは言いません、サービスがいいといい
ます。お店なども同じです。店員の対応がいいとサー
ビスがいいねと言われます。奉仕がいいとは言われま
せん。相手のことを思いやって仕事をしている、これ
がサービスです。奉仕ではありません。したがって、
サービスとは相手のことを思いやって、察して仕事を
する、これが職業奉仕なのです。この中には当然思い
やりの心も入っている。そのように考えながら、奉仕
の理想、職業奉仕の奉仕とは思いやりの心だろうと考
えたわけです。それでは思いやりの心を育てるにはど
うすればいいのか。私が考えたのは、人間多様性の認
識、これは世の中にはいろいろな人がいるという事で
あります。人種、性別、年齢、考え方全部違う人がた
くさん居るということになります。まず自分と違う人
がいることを認識しなければ、思いやりの心は出ない
ということであります。いろいろな人がいるというこ
とを知ることにより、相手に対する思いやりの心が出
てきます。次に相手の話を聞くということです。当然
のことながら、相手の考えを聞かなければ相手に対す
る思いやりの心も生まれてこないわけです。ただこの
聞くということは非常に難しいことでもあります。相
手の話を聞いているようで聞いていないことが多い。
相手の話を素直に聞ける人は、非常にすばらしい能力
の持ち主だと思います。次が能力を高めること、相手
の求めに応じるにはそれに見合った能力が無ければだ
めです。よく言うのは溺れるものを救うものは、よく
泳げなければならないと言います。助けを求めている
者より、自分が泳げなければならないということで
す。したがって、我々は常に能力を高めなければなら
ないということです。ロータリーの方々は非常に能力
の高い方々だろうとは思いますが、日頃からより高み
を目指さなければならないということです。それから
ロータリアンらしくない言葉かもしれませんが、被害
者意識を無くすという事です。職業柄少年鑑別所など
に行きますと、そこの所長から少年たちは加害者なが
ら被害者意識を持っている、家庭や学校、社会で放置
されている、だからこういう風になったんだと思って
いる。被害者意識を持つと、他人の事は考えない。結
果としてまた同じ過ちを犯してしまう。被害者意識を
無くすことは難しいことですが、それをなくして初め
て他人のことを考える、それが進むと思いやりの心が
出てくる。我々も仕事が忙しかったりすると、道路を
走っている自転車や高齢者などがちょっと邪魔だと感



本日出席・前回修正出席
出席率100％ありがとうございました。引き続きご協力お願いします！

会員総数

前回修正

出席義務会員数 出席会員数 出 席 率

他クラブで
メークアッ
プ さ れ た
会 員

54名
54名

43名
45名 1 0 0 ％45名

（山形東）門脇　好広　　佐々木吉嗣　　金井　和義
（山形イブニング）青山治右ェ門　　寺崎　利彦　　布施　富将　　相沢そのみ

本　　日11月８日の
食事です。

じてしまう、これも被害者意識でこれを払拭しなけれ
ばならない。最後に、一番効果的な方法があります。
それは、自ら思いやりの心を実践することでありま
す。これがロータリーの奉仕であります。思いやりの
心を持って奉仕活動をすること、自分の力で汗を流し
て活動することは、その汗が自分の心に染み渡り、お
のずと思いやりの心が出てくるわけです。
　最後にもうひとつだけ。楽しいロータリー、楽しい
例会を皆さん求めております。そのためにいろいろな
親睦活動もあります。ですがそれは、ロータリーが楽
しいのか親睦活動が楽しいのか、判らないときが有り
ます。親睦を深めるのは大切なことであります。こう
やって皆さんと昼食を取ることも親睦を深める行為、
親睦活動になります。じゃあ楽しいという事はどうい
う事なのか。ゴルフの好きな人は、一生懸命練習して
お金をかけて上手くなった人は楽しいんです。囲碁や
将棋も同じで、上手い人は楽しいんです。でもあまり

上手くない人は今ひとつ楽しめない。オリンピックの
選手なんかが楽しんで来ますと言って出発します。彼
らはオリンピックに出るために、精神的肉体的に非常
に自分を追い込んで、練習に練習を重ねている。仮に
メダルに手が届かなくとも、自分の実力を発揮してき
たならば楽しかったという感覚がわいてくるんだと思
います。これがろくに練習もしないで出たならば、楽
しかったという感覚にはならないだろうと思います。
ですから楽しいロータリー、楽しい例会を行うには、
徹底的にロータリーのことを勉強していただきたいと
思います。ロータリーを知れば知るほど、ロータリー
が楽しくなるはずです。
　今年度も残りが半分ほどになりましたが、残りの期
間会長はじめ南ロータリーの皆様方が有意義なロータ
リーライフが遅れますようにお祈りしながら、私の話
を締めくらせていただきます。今日は本当にありがと
うございました。

11月８日（火）午前11時より細谷ガバナー、本田ガバナー補佐、会長、幹事、会長エレクト、
副会長の６名で会長幹事会が開催され、懇談と意見交換を行い、30分延長のなごやかな会となり
ました。その時にガバナーからご指摘とアドバイスを受けた主なものを記し、今後の会運営に
役立てたいと思います。

①クラブフォーラムは討論会ですから、１時間から１時間30分は必要。
　基調講演と討論をし、会員の考えを聞くこと。
　但し結論は出す必要なし。

②クラブ会員に対する研修をしっかりする。
　・会長あいさつはロータリーの話をする。
　・ファイヤーサイドミーティングで新人研修。
　・クラブフォーラムで会員の意見を聞く。
　・地区セミナーの研修したことをクラブにとおす（セミナー例会を開く）。

③社会奉仕に関して。
　・世の中のトップリーダーとしてのロータリークラブらしい社会奉仕を実施する。
　・社会のニーズを良く知ること。
　・広報手段とし、ロータリー活動を一般の人の目に触れさせる。

④国際奉仕について。
　いろんな国を知ることから始まる、財団留学生や米山奨学生の話を聞くのも一方法。

⑤職業奉仕について。
　若い人への職場経験を考えてほしい。

⑥クラブ内への情報はロータリー情報委員会、外部への情報は広報委員会と役割をはっきりさせる。


