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皆さんこんにちは。本年度14回目の例会に参加頂きありがとうござ
います。米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君ようこそ。そして
ロータリーの友地区代表委員の伊藤様、卓話を頂きますのでよろしく
お願いいたします。
先週・先々週の報告といたしまして、ロータリー行事ではございま
せんが、ロータリークラブには青年会議所OBの方々が大勢いらっしゃ
いますので、木曜日の例会終了後、新幹線にて日本JCシニアクラブ全
国大会広島大会に齋藤パスト会長・門崎会員ほか多くのOBメンバーで
参加させていただきました。来年の全国大会が埼玉エリアにて行われ
るということで視察とPRを兼ねての参加になりました。現役時代の多
くの仲間と久しぶりに会えて活力をもらって帰ってまいりました。
14日、金曜日に我がクラブのパスト会長でもあります細野さんの、
名門・東松山カントリークラブのクラブシニア選手権優勝を祝う会が
ございました。本戦に出るだけでも大変な中、優勝ということでゴル
フの技術もさることながら体調管理や精神面でもリラックスされての
事だと思います。このような大会の上位を占める方の多くは、大学か
らゴルフ部に所属している方が多いのですが、青年会議所に入会して
から覚えたゴルフをこつこつと練習を積み繊細さと優しさが相まって
の優勝ということでした。おめでとうございました。15日、土曜日は
藤村病院さん130周年〜健康フェアへの移動例会ということで、ロータ
リー財団創立100周年を地域の人たちにPRさせていただきました。
さて10月は米山月間でありますが、まずは職業奉仕を含めて話そう
と思います。ロータリーには５大奉仕部門があります。クラブ奉仕、
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の五つです。順番は決ま
っていていつもこの順番です。これは決まり事です。例えば、第４奉
仕部門といえば、ロータリアンなら国際奉仕と分かります。分からな
い人はこの順番を覚えてください。覚え方は、ロータリーの基本から
1,2,3,4と進むと考えると分かりやすいと思います。国際ロータリーで
は使わない表現で、第2770地区で使っている言葉が部門委員長です。
クラブ奉仕は耳慣れない言葉で、ロータリアン以外の人にはまず通じ
ないでしょう。昔、会務奉仕と訳していました。古いクラブに行きま
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すと、まだこの会務奉仕いう言葉を使っているクラ
ブもあり、懐かしい気がしますが、これは後にクラ
ブ奉仕と改訳されています。クラブのいろいろな職
務を遂行するもので、ロータリークラブの基礎、土
台です。例えば会員増強、広報、出席、ニコニコ、
親睦などがクラブ奉仕です。職業奉仕は、２番目の
奉仕部門で、ロータリーの金看板というか屋台骨で
す。クラブ奉仕と職業奉仕を踏まえて、社会奉仕に
なります。
10月は米山月間です。日本のロータリーの創始者
とも言える米山梅吉氏の功績を偲んで、1952年、
東京クラブが奨学事業の構想を立案し、翌年から募
金を開始し、1954年にタイから奨学生第１号とし
てソムチャード氏が来日し、1957年に全国組織と
するために、ロータリー米山奨学委員会を結成し、
1960年に米山記念奨学会と改称されました。日本
の教育機関に在籍する外国人留学生に奨学金を出す
ものです。日本独自のもので、日本のロータリアン
の寄付によって支えられています。米山記念奨学会
への寄付には、普通寄付と特別寄付の２種類ありま
す。寄付金には税制上の優遇措置が受けられますの
で多くの寄付をお願いしたいと思います。
また職業奉仕といいますと四つのテストが思い浮
かぶと思いますが、真実かどうか。みんなに公平か。
好意と友情を深めるか。みんなのためになるかどう
か。この四つのテストを考案した人は誰かご存じで
しょうか。ロータリーは創立以来、現在110年目で
すが、ロータリー50周年の時の会長だったアメリカ
人のハーバート・テーラーです。ハーバート・テー
ラーは、世界恐慌の後、多くの会社が倒産する中、
倒産しかかった会社を救うために四つのテストを神
に祈り、考案した人です。ハーバート・テーラーは
若いころ、保険のセールスをしていました。その時
の逸話の一つを紹介したいと思います。ある時、保
険のセールスに失敗して妻に愚痴をこぼしました。
そうしますと妻は言います、その人に保険が必要だ
ったの？ ハーバートは答えます、奥さんと子供が
３人いるからもちろん保険は必要だ、と。するとま
た妻は尋ねます、その人は保険料を払う余裕がある
の？ ハーバートは答えます、もちろんそのくらい
の余裕のある人だ、と。妻は言います、それならセ
ールスマンが悪いんだわ、相手の身になってセール
スするということでしょう、と。昔、「相手の身に
なって」というロータリー出版物がありました。相

手の靴に自分を入れる、ということです。靴のサイ
ズは人それぞれですから、相手の身になる、という
意味になります。このコツをつかんだ後、ハーバー
ト・テーラーは、地域でナンバーワンの保険のセー
ルスマンになったということです。ハーバート・テ
ーラーは四つのテストは何から始めたらよいかとの
問いに、まず文章を覚えてください、と答えていま
す。皆様もぜひ覚えてください。ロータリーに入会
したのも何かの縁です。入った以上、ロータリーを
知りましょう。できればロータリーを好きになって
もらいたい、と思っています。例会に出席するのは
もちろんいちばん大切ですが、ロータリーをもう少
し多角的に見てみつのも悪くないと思っていますの
で、皆様の積極的案例会参加をお願いし会長挨拶に
かえさせていただきます。
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◆11月12日・13日に地区
大会があります。12日は浦
和で、13日は越谷です。ス
ペシャルゲストはＸ ＪＡＰ
ＡＮのＴＯＳＨＩさんがお
見えになるということです。
全員登録し、予定を調整いただいてご出席のほどお願
いいたします。
◆米山のカウンセラー研修会が11月19日（土）夜に行
われます。関口カウンセラー、
よろしくお願いいたします。
◆RID3750地区へのインターアクトの派遣生募集の案
内がきております。本年度は来年3月25日〜3月30日、
春休みの期間に訪韓になります。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

チョウドリ・イムルル君

先週は私の卓話を聞い
てくださりありがとうござい
ました。
１つ報告させてい
ただきます。12日（水）、春
日部南ＲＣへ当クラブの島
村さんと一緒に卓話へ行っ
てまいりました。春日部南さんも興味をもって私の卓話
を聞いてくださって、ありがたいなと思いました。以上で
す。
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例 会 主 題 〜 卓 話

「 ロ ー タリー の 友 」につ いて

ロータリーの友地区代表委員 伊藤 悟様（大宮シティRC）
皆さんこんにちは、私は
本年度「ロータリーの友」
地区代表委員を務めてい
ます大宮シティＲＣの伊藤
と申します。本日は、卓話に
お呼びいただきありがとう
ございます。
昨年度、
ＲＩの特別月間が変更になり、4月の雑誌月
間がなくなりました。
そこで今年度から、日本独自の月間として9月が「ロータ
リーの友月間」
として新設されたのです。
『ロータリーの友』の創刊は、
戦後１地区だった日本のロー
タリーが２地区に分割された
のが1952年で、分割後の２地
区が情報を共有できるように、
1953年『ロータリーの友』が
創刊されました。
『ロータリーの友』は「ロー
タリー地域雑誌」
と呼ばれて
います。
ＲＩ本部が編集・発行している機関誌『The
Rotarian』
と、30の地域雑誌を合わせて、
「Rotary
World Magazine Press」
と言いわれています。
会員の三大義務の１つとして『ロータリーの友』
また
は『The Rotarian』の購読があるのは御存じでしょう。
購読とは購入して読むという事で、皆さんは会費の中か
ら負担しています。
１冊いくらでしょう？消費税込みで「216円」です。
「ロータリー地域雑誌」は
『The Rotarian』の記事の
中から、指定された記事を転
載する義務もあります。
『ロー
タリーの友』では「ＲＩ指定記
事」
と呼んでいますが、記事のタイトル辺りにロゴを入れ
ています。
『ロータリーの友』は表紙が２つあります。左から開け
ると横組み、右から開けると縦組みになっています。横組
みには、
ＲＩ指定記事、関心の高いテーマに関する特集
など、ロータリー地域雑誌としての公式的な記事を中心
に掲載しています。縦組みは、日本のロータリアンの懸

け橋となる記事を掲載しています。投稿が中心です。８
月号の俳壇にここの野崎会員の句が載っています。
ロータリー財団100周年を祝って、7月号から毎月、ロ
ータリー財団に関する記事を掲載しています。地区やク
ラブで実施した、ロータリー財団100周年を祝う活動も
掲載します。
今年度から新会員にロータリーの基本的情報を届け
る
「ようこそRotary」をスタートしました。
東日本大震災直後からスタートしたコーナーに「心は共
に」があります。支援活動や、被災地のロータリアンの現
状報告などを掲載しています。2016年4月の熊本地震
でも、大きな被害が出ました。6月号から、熊本地震の記
事も併せて掲載しています。東日本大震災支援として「
ロータリー希望の風奨学金」
という活動が行われており
当地区も支援しています。
縦組みでは「クラブを
訪ねて」が新企画です。
プロのライターとカメラ
マンが取材をし、記事
にしており、
とても読み
やすく、メーキャップに
行ってみたいと思わせる内容です。
「パズル de ロータリー」の答えは、すべてロータリー
に関係のあるものです。景品は、オリジナルＵＳＢメモリ
ーです。是非応募してみてください。
『ロータリーの友』ホームページがリニューアルしまし
た。
ご覧いただくにはＩＤとパスワードを入力する必要
があります。
ＩＤとパスワードは各クラブに郵送でお知ら
せしましたので、幹事または事務局にお尋ねください。
でください。
また、
「投稿フォーム」を用意されたので、簡
単に投稿できるようになりました。
『ロータリーの友』に掲載されるには 写真は活動の
様子がわかる写真をお送りください。生き生きとした動
きのある色のきれいな写真が読んでもらうための重要
なポイントです。原稿はポイントを絞って書いてください
。読者は皆さまや皆さまのクラブのことを知りません。必
要に応じて、説明を入れ、活動日も入れてください（活動
後、1か月以上経過した原稿は掲載できません）。
『ロータリーの友』事務局が発行している冊子につい
てご案内します。広報誌『ROTARY 世界と日本』は、
毎年8月に改訂しています。クラブや地区で開催する公
開講座、スポーツ大会、地域でのイベントなどの際に、ロ
ータリアンでない人々に配ってロータリーのことを知っ
てもらうツールとしてご利用ください。

もう一つ『ＲＯＴＡＲＹ あなたも新しい風に』は「新会
員勧誘用」
として、創刊しました。その後、毎年8月に改訂
しています。、会員候補者または新会員にお渡しいただ
ければ、短時間でロータリーの概要を理解してもらうこ
とができますのでご利用いただければと思います。
是非『ロータリーの友』をお読みいただきロータリー
への理解を深めていただきたいと思います。
また、投稿
して貴クラブの活動を日本の仲間に伝えて頂ければ幸
いです。
本日は、卓話の時間をいただきありがとうございました。

伊藤様、卓話いただき
ありがとうございました！

スマイル
武重会員 孫娘がイタリア・ボローニャ大学医学部に合格しました。世界最古の大学です。
大塚信郎会員 結婚祝い ありがとうございます。
細野会員 １０月１４日は本当にありがとうございました。
藤村会員 １３０周年健康フェアに参加いただいた皆様、ありがとうございました。
久保田会長／樋口幹事／須田副幹事／井上会員／村岡会員／大木会員／齋藤博重会員／
深澤会員／関口会員／野瀬会員／長沼会員／斎藤修弘会員／門崎会員／坂本会員／
春日会員／芳賀会員／小林裕一郎会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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