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行事予定

9月 29日   卓話　藤木和子弁護士
              「ヤングケアラー
　　　　　　　　　　について」

10月 6日　卓話　八木　博様
　　　　　「秩父地方の
　　　　　　ニホンオオカミ
　　　　　　　　　　について」

10月13日　献血

10月23日　社会奉仕事業部
　　　　　 上尾駅前ポリオ募金

10月27日　卓話　ソド・チャンド・
　　　　　  マニチメグさん
　　　　　（米山学友）

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日もご出席いただきありがとうございます。

　今日と明日、上尾高校で文化祭が開催されています。以前、上尾高

校に会長幹事と樋口青少

年奉仕委員長の３人で訪

ねた際、インターアクト

同好会顧問の新井先生か

ら熱烈なオファーを受け

たので訪ねてこようと思

います。インターアクト

同好会の人数は９名にな

り、そのうち男子が１名

います。今回の文化祭で

は、オリジナル缶バッヂ

を作って販売し、原価を

差し引いた利益を寄付す

るそうなのでたくさん購

入してきたいと思います。

　さて、本日は日本のロータリーソングについて、まずは「奉仕の理

想」の歌詞についての深いお話しをしたいと思います。ロータリーソ

ングは、現在、世界で 140曲以上あるそうです。日本のロータリーソ

ングで最もよく歌われ、かつ最も古い「奉仕の理想」と「我等の生業」

は、1935年（昭和10年）、京都の地区大会で発表されたものです。「奉仕

の理想」は、作詞は前田和一郎（京都ＲＣ会員、都製薬所社長）、作

曲は萩原英一（東京ＲＣ会員、東京音楽大学教授）です。現在、この

詩は「御国に捧げん　我らの生業」とうたっていますが、実は今歌っ

ている歌詞はもともとの歌詞とは違う事です。会員の皆様はご存じで

したか？実は、前田が書いた元々の歌詞では“世界に捧げん　我らの

生業”だったそうです。しかし、時のガバナー村田省蔵（大阪ＲＣ会

員、大阪商船社長、 後の近衛内閣で通信兼鉄道大臣）から、国際社会

から孤立していく日本と緊迫した世界情勢を鑑みて“御国に捧げん我

らの生業”に変更するようにと要請され、変更を余儀なくされたそう

 

2022-2023年度　深澤　圭司会長

９月９日（金）

上尾高校文化祭を訪

ね、インターアクト

同好会の発表を見学。

オリジナル缶バッヂ

を購入して来ました。
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　上尾東武ホテル3F（コミュニティホール）
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深澤会長／門崎幹事／長沼副会長／坂本副幹事／

大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／大木保司会員／島村会員／

久保田会員／斎藤修弘会員／小田切会員／丹井会員／大木崇寛会員／

奥川会員／関口良康会員／山崎会員

部門セミナー報告いただき ありがとうございました  ！

デッキでウクライナ人道

支援の募金と、コロナが

まだ収束していないので

抗原検査キットの配布を

行いました。抗原検査キ

ットは無料なので受け取

ってくださる方が多かったのですが、募金はなかな

か苦労しました。キット受取や募金をした方にはウ

クライナの小さな旗を進呈しました。日本は募金の

文化・習慣が根付いていないので、募金の機会作り、

きっかけ作りも大事だなと思いました。

　奉仕活動という意味では、ちょうど今、私が所属

している上尾商工会議所青年部が主催する「サムラ

イロック・オーケストラ上尾講演」が９月１９日に

あり、その中で、青少年育成の主旨から児童養護施

設・若竹ホームさんのお子さんたちを無料でご招待

しています。これも一つの社会奉仕でもあるかなと

思います。このように何か社会奉仕の機会が増えて

いけばいいかなと思います。ありがとうございました。

職業奉仕部門
門崎由幸　幹事

　職業奉仕部門セミナーは、国際奉仕部門セミナー

と隣り合わせで、二部制で行われました。一部は大

木崇寛会員が報告したように同じ基調講演でした。

二部はハイブリッド開催でリモートで参加している

方もいました。二部は「職業奉仕を知る」「ロータ

リアン同士のお互いを知りあおう」とセミナーにな

りました。他の団体と違うところで、ロータリーク

ラブには職業奉仕があるのかなと思います。「超

我の奉仕」「最もよく奉仕する者、最も報いられる」

が職業奉仕の根幹です。

ブライダル委員会　坂本忠光副幹事
　ブライダル委員会は今

年37年目で140組以上の

カップルをマッチングし

てきたと報告がありまし

た。ただしブライダル委

員会の会員数は130名以

上いるのですが、女性会員はロータリアンの男性と

結婚したくて集まってきて、それに対してロータリ

アンではなくその会社の従業員などロータリアン以

齋藤哲雄会員　８月30日、３人目の孫が誕生いたしました。

宇多村会員　　世界に捧げん　我らの生業

外の方のため、男女の会員の認識の差が開きはじめ

ていて、ブライダル委員会が開催するイベントへの

参加人数が少しずつ減ってきている傾向があるそう

です。そこで会員の登録内容の更新を求めたそうで

す。会員には郵送で案内を送っていましたが、送料

がかかるため、電子で案内が送れるよう作業を進め

ているそうです。

　また前々年度まで行っていた個別相談会は廃止し、

それに伴い会員登録料も無料になってイベント開催

時の費用だけで参加できるようになったそうです。

　今後、ブライダル委員会では「占い婚活パーティ

ー」「再婚さん、いらっしゃい」「クリスマスパー

ティー」「春のバーベキュー大会」などを企画して

いるそうです。

会員数　　　　35

出席免除　　　 7　　　

出席対象者　　29

出席者数      18

出席率

 62.07％

ROTARY CLUB OF AGEO

米山記念奨学会功労者表彰

幹　事　報　告

委員長報告

１７回メジャードナー　島村　健会員

門崎　由幸幹事
◇９月のロータリーレー

トは１ドル＝139円です。

◇地区から青森県大雨災

害義捐金の協力のお願い

が来ております。今日の

理事会で審議し、次回報

告させていただきます。

◇地区役員推薦のお願いという案内が来ております。

推薦対象の方がいらしたら、報告ください。

◇危機管理委員会の方からですねえ、新型コロナウ

イルスの新規感染者再拡大についての注意３（案）

が来ていて、例会等の対面での開催を禁止するもの

ではなくて、消毒の徹底、検温して体温が37度５分

を超えたメンバーの出席を控えてもらう、例会食事

の黙食の徹底、マスク着用、ハイブリッド方式の推

奨をお願いします、とのことです。

　来週の移動例会につい

て、ご案内をさせていた

だきたいと思います。来

週は、上尾あゆみ会大石

事業所及び、ふじ学園へ

訪ね、機材の寄贈をさせ

ていただきます。当日は12時30分にそうま水産上尾

店で、お食事をしていただき、その後13時45分頃か

ら、ふじ学園で寄贈式とセレモニーをさせていただ

きたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。

です。終戦後、前田は亡くなる前、親しい友人に「い

つの日か歌詞を“世界に捧げん”に戻してもらうと

有り難い」という言葉を残して亡くなったと言われ

ています。但し歌詞の変更などのこうしたエピソー

ドについては後世の作り話しという説もあります。

　「我等の生業」は、作詞が高野辰之（東京音楽大

学教授）、作曲が岡野貞一（東京音楽大学元教授）

です。実は二人ともロータリアンではありません。

この二人は唱歌「ふるさと」「春の小川」「春が来

た」「おぼろ月夜」「紅葉」などの歌で、作詞・作

曲の 名コンビでした。この二人がロータリーソン

グを作ることになった経緯については、よく分かっ

ていないようです。

　第２次大戦後に作られたロータリーソングでは、

1952 年（昭和27年）に大阪の地区大会で発表され

た「手に手つないで」が有名です。これは、東京Ｒ

Ｃ会員の矢野一郎によるものです。さらに、彼は翌

1953年（昭和28年）に「それでこそロータリー」も

発表しています。

　もう一つ、忘れてはならないロータリーソングが

「四つのテスト」です。「四つのテスト」は、1932 

年にシカゴクラブ会員の Herbert John Taylorが会

社再建の経営管理指針として考案したもので、1943

年には、ＲＩ理事会が「職業奉仕プログラムの一つ

の構成要素とする」と決議しました。その後、Taylor

は1954-55 年度（ロータリー 創立50周年記念の年）

のＲＩ会長に就任し、「四つのテスト」に関する 

著作権をＲＩに移譲しています。「四つのテスト」

にも曲（歌）があります。1954年（昭和29年）、日

本のロータリー創立50周年記念事業の一環として「四

つのテスト」の邦訳が公募され、それに当選したの

が本田親男（東京ＲＣ会員、毎日新聞社長）の作品 

だったのです。以来、ロータリアンなら誰もが暗唱

できる名文として引き継がれてきましたが、197年

（昭和48年）、これに歌をつけたのが水谷暢宏（相

模原南ＲＣ会員、作曲家）です。彼は 真面目な性

格で敬虔なクリスチャン、「四つのテスト」を暗唱

できるようにと附曲したそうです。因みに作曲版に

は、歌手としても有名な藤山一郎（東京西ＲＣ）の 

「四つのテスト」の歌もあります。

本日もどうぞよろしくお願いします。

　

 

社会奉仕委員会　奥川淳一委員長

ROTARY CLUB OF AGEO

大塚　信郎　会員
近況報告

　私はこの1年間、谷津

町内会で、朝６時半から

ラジオ体操を続け、 休

まず１年間通いました。

ということは、病気をし

てないということです。

　それから孫は、七五三になる7歳の女の子が１人。

　また今度の日曜日に帝国ホテルで結婚式を挙げる

甥がいて、そこで金沢にいる次男の１歳の孫に久し

ぶりに会うのが楽しみです。孫の話をするようにな

りました。私もまだまだ若いと思ってたんですが、

70歳を超え腰痛に悩まされ、楽しく女房と２人で、

毎晩お酒を飲んでます。ありがとうございました。

北朝鮮が韓国の境界線に発砲した後で、緊迫してい

るかと思ったら現地は全く気にしてなく穏やかで、

ウエルカムランチでチャミスルにやられて撃沈し、

夜の協議会に遅刻しそうになったことがあります。

　千葉様のモットーは「微力だけど無力ではない」

で、これからも映像の力を使って、本当の真実を皆

さんに伝えていきたいという、非常に感銘を受けた

お話しでした。

　国際奉仕も、奉仕とは自己満足の部分もありなか

なか難しいと思いますが、自己満足ではなく、現地

の生のニーズを受け取って意味と意義のある奉仕活

動をしていくことが大事なんだと感じました。

例会主題～部門セミナー報告
国際奉仕部門

地区国際奉仕部門　国際奉仕委員会　大木崇寛委員
　８月21日（日）に大宮

ソニックシティ602号室

で国際奉仕部門セミナー

が行われました。内容は

講師講演と、各委員会か

らの依頼事項でした。お

かげさまで602号室がほぼいっぱいでした。

　講師の特別講演は「最新版！TVプロデューサーか

ら見た世界情勢」という内容で、千葉隆弥様に講演

いただきました。この方は昨年も同様に地区のセミ

ナーで講演いただいて、たいへん好評だったので今

年も講演いただきました。

　千葉様の経歴ですが、大手の番組制作会社に入社

されて、その後、独立して多くのTV番組を制作して

いるそうです。主に池上彰さんと世界各地の紛争地

域に赴き、池上彰さん関連の番組はほぼ携わってい

るそうです。内容は戦争の話がメインで、戦争が起

きる原因は必ず４つに当てはまるということで、１

つ目は領土問題、２つ目が民族問題、３つ目が宗教

問題、４つ目が資源問題です。ウクライナにも直接

行かれ、これらの原因がほぼ当てはまるそうです。

ウクライナでは、親ロシア派の方もたくさんいて、

僕らが聞いている報道と現実はだいぶ違うそうです。

　私も15年ぐらい前にソウルに行った際、ちょうど

地区国際奉仕部門　国際交流委員会　大木保司委員
「国際奉仕委員会」はコ

ロナ禍、奉仕が直接でき

ない状況が続いています。

今年度もいったんコロナ

が収束しそうに思われた

後、第７波が来てまだま

だ難しい状況です。フィリピン、ベトナム、タイを

中心に、奉仕・支援の案件は複数出ていて、クラブ

や案件の紹介がありました。一応、国際奉仕に行く

準備をしながら、コロナが収束して行く機会を待っ

ています。秋から冬にかけて、ぜひ行きたいと動い

ているクラブもあります。ただし国によっては現金

の送金が難しいので、現地に会社がある個人の口座

を使うなどして送金・支援をしています。細淵ガバ

ナーはカンボジアへの奉仕を計画されたようですが、

自由主義国家ではないので、次年度以降への土台づ

くりまでになりそうです。

 「国際交流委員会」では、姉妹クラブや韓国の3750

地区との交流が中心です。今年度、3750地区と交流

したいクラブがありますので、そちらを年度後半に

は報告できるかなと思っています。韓国3750地区と

は、地区大会で行き来をしていながらコロナで中断

していましたが、今年はどうやら復活する気配があ

ります。青少年・インターアクトの再開、３月の韓

国地区大会への渡航も再開する予定です。皆さんの

ご支援もどうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕部門
社会奉仕委員会　奥川淳一委員長

　８月21日、大宮ソニックシティでセミナーを行い、

社会奉仕ではその日、大宮駅西口のペデストリアン


