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例 会 第１３９１回： 通常例会/小杉苑 

ソング 君が代、奉仕の理想：ソングリーダー 阿井誠君 

■ 会 長 挨 拶          松浦正秋君 

ある証券会社勤務を経験した経済コラムニスト

のコラムをご紹介します。 

「○○します」普通のサラリーマンが多用し、お

金持ちになれる人は絶対言わない“ある言葉”と

いうタイトルのものです。 

その様な人々は、業種や仕事の内容によって成功

するためのノウハウは異なりますが、「習慣と行

動」ということで見ると３つの共通項目があると

言っております。 

お金持ちになる人の習慣の１つ目「検討します」

と言わない。筆者が、さまざまな金融商品の提案

に行った時、お金持ちの人はなんといっても“決

断が早い”。「しばらく考えたい」とか「検討しま

す」という返事はまず無かった。日々の仕事の中

で次から次へと判断を求められることから、何事

においてもすぐに決断せざるを得ないためと言

っています。 

習慣の２つ目「約束は必ず守る」大金持ちになっ

た人で、人との約束を破った人はいません。これ

は仕事の上での納期や支払いといった大きな約

束や個人の飲み会に遅刻するとか、ドタキャンす 

るといった小さな約束でも同じです。どんな約束

であれ、決して破ることのない人は人から信用さ

れ、信用されると仕事がやってきます。つまり「信

用」というのはお金になると言っています。 

習慣の３つ目「部屋や机がきれい」整理整頓をす

ることが仕事に与えるメリットは大きく、身の回

りに余計なもの、必要のないものを置いておかな

いようにすることで、気持ちがすっきりし、考え

て判断したりする作業がスムーズになるようで

す。 

この様な日々の何気ない行動が大きな結果につ

ながっているという指摘でした。心して過ごして

いきたいと感じた今週です。 

■ 理 事 会 報 告       鈴木健夫君 

・12 月度理事会が開催され「1・2 月プログラム 

について」承認されました 

・年忘れ夜間例会はクリスマスオードブル・ケー 

キ配布例会に変更します 

・新年賀詞交歓合同例会は夜間例会から昼間開催 

に変更します 

・1 月 16・17 日に藤枝南 RC 杯 U-10 サッカー大 

会が開催されます 

※年次総会の決定事項 

 2021～2022 年度 

会長 竹田敏和君、副会長 樽井勉君が全員の 

拍手をもって承認されました 

■ 出 席 報 告           笠原大輔君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／51 80.39％ 51／51 100％ 

原点回帰 



 
 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君○植田君○大村君○桑原君○佐野裕君 

○渕脇君○中村君○村松章隆君○渡辺哲君 

 川口君 

パーフェクト例会数 ���������������������������� 

欠席連絡は、当日朝１０時前までにお願いします 

 

■ スマイル B O X        笠原大輔君 

・誕生日のお祝いありがとうございました。12 

月の 24 日で 71 才となります。これからも健 

康で頑張りますのでよろしくお願いします。 

               山田壽久君 

・誕生日のプレゼントありがとうございます。 

                渡邊芳隆君 

・お祝い頂きました ありがとうございました 

 11 月 3 日の結婚記念日には、朝から鬼岩寺で 

の沖縄のイベントで家に居ませんでした。 

11 月 8 日の妻の誕生日は宮古島の海で海ガメ 

と遊んでました！！ どうも最近相性が悪く 

思います。今月のこづかいもまだもらえてい 

ません。         カルロス飯田君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございまし 

 た。            稲葉俊英君 

・女房のお誕生祝いありがとうございます！ 

 感謝・感謝・感謝です。   鈴木寿幸君 

・誕生日プレゼントありがとうございます。 

 年末の誕生日なので、いつもスルーされてい 

ます。唯一、プレゼントをいただけるロータ 

リー皆様に感謝です。    鈴木照竟君 

・誕生日プレゼント誠にありがとうございます 

               村松章典君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます 

 例会場に入って思い出しました。危ない！ 

危ない！           平原望君 

・妻の誕生日プレゼントありがとうございます 

 今後も宜しくお願い致します。渡邊博文君 

・会員・夫人誕生日、結婚記念日のプレゼント 

 ありがとうございます。来年もまたお祝いを 

いただけるよう頑張ります。 杉山茂範君 

・結婚記念ありがとうございます。32 年になり 

ました。         漆畑雄一郎君 

スマイル累計額  ４３９，０００円 

 

■ ク ラ ブ 年 次 総 会                

 

竹田敏和君 

若林年度に入会

させていただき

10 年が経ちまし

た。ロータリー

クラブのこと

は、ほとんど知らないままに入会しました。村

松年度に会員増強小委員長、内山年度に幹事、

飯田年度に親睦小委員長を経験させていただき

ました。ただいまだに、経験不足、力不足では

ありますが、望月幹事と力をあわせ、皆様方の

ご指導と、ご協力をいただきまして次年度は、

一生懸命勤めさせていただきたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

■ 会 員 卓 話            山田壽久君 

皆さんこんにちは 

大変悩んだ卓話の

日が来てしまいま

した。2 か月ほど前

に平原さんから連

絡をいただき、今

日が私の卓話の日

ですので、よろしくとの連絡をいただきました。 

 テーマは「私のロータリー感」という事でした

ので、今日までの間、本当に悩んで参りました。

他のテーマでも大丈夫ですよ、と言われましたが、

私も 30年前の 1991 年のチャーターメンバーの一

人として、ロータリー在籍 30 年を迎える事にな

りました。当時、初代会長の富澤さんの意向を若

林さんが託されて、私に入会の案内をいただきま

した。私は藤枝青年会議所途中退会という状況で

ありましたので、大変悩みましたが、何か社会に

お返しできることがあるかと感じ、入会をさせて

頂きました。そのような経緯の中、ロータリーク

ラブの事に関して、いろいろと調べなおしてみま

した。 

 これから少し先輩の皆様にはつまらない話だ

と思いますが、聞いてみて下さい。 

 ご存知の通り、ロータリークラブは 1905 年 2月

23 日にアメリカ人のシカゴで弁護士として働い

食事準備数 食事提供数 残 累計残 

43 43 0 17 



 
 

ていたポール・ハリスが世界初のシカゴロータリ

ークラブを設立しました。いろいろな分野の職業

人が集まって、知恵を寄せ合い生涯に亘る友情を

つちかう事の出来る場を作ることがハリスの夢

だったそうです。 

 日本では、15 年後の 1920 年に、日本初のロー

タリークラブ（東京ロータリークラブ）が設立さ

れました。本年でちょうど 100 年を迎える事にな

りました。東京ロータリークラブは当時、三井銀

行の重役でありました米山梅吉を中心にした皆

様で、ロータリークラブを創設し、国際ロータリ

ーから 855 番目に認証を受けて創立されました。

当時から会員の行動基準は現在と変わらず「四つ

のテスト」いつも例会前に合唱される歌の歌詞が

それであります。 

１. 真実かどうか 

２. みんなに公平か 

３. 好意と友情を深めるか 

４. みんなのためになるかどうか 

これがロータリーの当初からの行動基準であり

ました。東京ロータリーを創設した米山梅吉につ

いて、どんな人物であったのか知りたくて、イン

ターネットで調べましたところ、マンガ日本ロー

タリークラブの父米山梅吉物語という本があり

ましたので、500 円で一冊購入しました。彼の生

涯について興味のある方は、せひこの本をお勧め

しますので読んでみて下さい。彼が生前に何度も

口にしていた言葉があるそうです。聖書の言葉の

ようですが「何事も、ひとびとからしてほしいと

望むことは、人々にもその通りにせよ」これは少

し解釈が難しい感じがしましたが、意味は「己の

ほっする所を、人にほどこせ」の意味だそうです。

その奉仕の精神を生涯貫いたそうです。私が入会

させていただきました当時は、ロータリークラブ

は4大奉仕がロータリークラブの活動の規律であ

りました。 

１. クラブ奉仕 奉仕の第一部門であるクラブ奉

仕は、クラブの機能を充実させるために、ク

ラブ内で会員がとるべき行動に関するもので

あります。 

２. 職業奉仕 奉仕の第二部門である職業奉仕は

あらゆる職業に係るなかで奉仕の理念を実践

していくという目的をもつものであります。 

３. 社会奉仕 奉仕の第三部門である社会奉仕は

クラブの所在地域又は行政区域内に居住する

人々の生活の質を高めるために、時には他と

協力しながら会員が行う様々な取り組みから

なるものであります。 

４. 国際奉仕 奉仕の第四部門である国際奉仕は

読書や通信を通じて更には他国の人々を助け

ることを目的としたクラブの活動やプロジェ

クトに協力することを通して、国際理解親善

平和を推進するために、会員が行う活動から

なるものであります。 

以上の四大奉仕は、2007 年の規定審議会におい

て、四大奉仕とされました。その後 2010 年に奉

仕の第五部門として、青少年奉仕が追加され、五

大奉仕になりました。青少年奉仕とは、指導力の

養成活動、社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕プ

ロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を

深め、それらを通じて青少年並びに若者によって

好ましい変化がもたらされることを認識するも

のであります。これがロータリークラブの基本で

あることを、30 年ぶりに再認識をさせて頂きまし

た。 

入会の時にいただいたロータリーバッチと、確か

ロータリーの基本的な理念と奉仕の精神の説明

された本をいただき、当時読んだ記憶があります。

2016 年にロータリーの会長を拝命しました折に

もこのようにロータリーの基本を確認すること

もありませんでした。改めてロータリークラブの

会員としての自覚不足を知らされました。入会当

時は、100％出席が原則でありましたが、7 割程度

の出席率で、呼び出しを受けて気持ちの再教育を

受けたのを覚えています。以来、メーキャップを

上手に使わせていただき、近年では出席率 100％

を続けております。 

30 年を節目として、これからもロータリー精神を

心に刻み、会員の皆様とのお付き合いも一層大切

にしていきたいと思います。 

 又、これを機会にロータリークラブのいろいろ

な用語も調べなおすことが出来ました。１.ポー

ル・ハリス・フェロー ２.ベネファクター ３.米

山奨学会 なども、確認することが出来ました。

皆様はもう十分ご承知の事と思いますが、もう一

度確認していただければと感じます。 

これからは、様々な事を心の中に意識して、自

分の仕事に対して一層の努力と精進をしていき

たいと思います。 

 まるで、ロータリークラブの講義のような卓話

で申し訳ありませんでした。これからも会員の皆

様には長いお付き合いをお願い申し上げ、私のつ

まらない独り言の卓話と、ご容赦いただきます様

お願い申し上げます。 



 
 

 今日はありがとうございました。 

なお、米山梅吉のマンガにつきましては、江﨑書

店にご依頼をお願いします。 

 

 

■ 今週の一言         森竹正晃君 

皆様、こんにちは 

幹事職が終わってか

ら、半年ぶりの、出番

と成りました。 

今週の一言、旅行と

お題目を頂きました。 

父親が旅行好きで、

結構頻繁に出かけることが、多かったので、私は、

いつの間にか、ミステリーを含む、旅行番組を 

見る様になってしまいました。 

観光地のミステリー作家と言いますと 京都を

題材に、山村美沙トラベルミステリー作家と言い

ますと 湯河原の西村京太郎でございます 

湯河原の西村京太郎記念館には、独身時代に時々、

行くことがありましてしばらく前ですが、ようや

く、西村京太郎さんにお会い出来ました。 

西村京太郎さんに作家として印象深い場所はあ

りますか？ とお聞きした所船で行く、大牧温泉

に行くならば、君なら、どの様な、ミステリー、 

キーワードになるか試しに、僕のキーワードと、

君のキーワードを比べながら平凡な、大牧温泉へ

の旅ですが、楽しく行けれる事でしょう 

以前 紹介してくれました。 

チャンスがあれば、紹介してくれましたので個人

旅行で、大牧温泉に 行ってみたいと思います。 

以上です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

12/11(金) 

第 1392 回 
会員卓話 小杉苑 

12/18(金)  

第 1393 回 
会員卓話 小杉苑 

12/25(金) 

第 1394 回 
お弁当配布 小杉苑 

1/8(金) 

第 1395 回 
会員卓話 理事会 

おめでとうございます！ 


