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第１９１６回例会        令和４年９月７日(水) 

例会場  アルカーサル迎賓館 川越 

 

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０ 長峰秀和会長 

 

 

【 開      会 】 SAA 菊田真忠君 

 

【 四つのテスト 】           市川大委員長 

 １．真実かどうか   ３．好意と友情を深めるか 

 ２．みんなに公平か ４．みんなのためになるかどか  

 

 

【 ロータリーの目的 】           

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

次の各項を奨励することにある： 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと； 

第２ 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

のとすること； 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業 

および社会生活において、日々、奉仕の理念 

を実践すること； 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す 

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 お客様紹介 】            長峰秀和会長 

 

     川越小江戸 RC 会長 福山健朗様 

 

 

【 誕 生 祝 い 】            松崎峰夫委員 

  

 

            ８月誕生者 

松崎峰夫君 長峰秀和君 森治高央君  

菊田真忠君 

岸田久美子様 山中育代様 佐藤翼様 

 

 

  

９月誕生者 

川野昇君 山中基充君 田中憲一君  

藤原勇次君 

 

 

【 地区役員委嘱状 】           長峰秀和会長 

 ・ロータリーの友地区役員及び地区副幹事 

  DEL委員会奉仕プロジェクト統轄委員会  

齊藤勇司君 

・社会奉仕統括委員会地域社会奉仕委員会委員長 

奉仕プロジェクト統轄委員会       齊藤大祐君 

・社会奉仕統括委員会地域社会奉仕委員会委員 

奉仕プロジェクト統轄委員会       市川大君 

・社会奉仕統括委員会地域社会奉仕委員会委員 

奉仕プロジェクト統轄委員会社会奉仕統括委員会 

向井宏倫君 

・地域社会奉仕委員会ブライダル担当委員 

宮前典子君 

ＴＳＵＲＵＧＡＳＨＩＭＡ ROTARY CLUB 

２０２２－２０２３年度  R.I 会長 ジェニファーE.ジョーンズ 

第２５７０地区ガバナー 村田 貴紀    第一グループガバナー補佐 田 村 宏 

鶴ヶ島 RC 会長    長峰 秀和    鶴ヶ島 RC 幹事   登坂 一彦 
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
・ロータリー米山記念奨学統括委員会学友委員会 

副委員長                    中嶌清君 

 

 

【 会 長 の時 間 】            長峰秀和会長 

         奉仕の理想について 

例会のときに歌を歌う風習は、1907 年、今から 103 年

前シカゴ RC で始まりました。「親睦」か「奉仕」かの大

論争でぎすぎすしたクラブの雰囲気を和らげようとハリ

ー・ラグラス（５人目の会員）が音頭をとって歌い出した

のが始まりです。当時はロータリーソングがありません

ので、民謡や当時の流行歌が歌われたそうです。  

日本のオリジナルのロータリーソングは、１９３５ 年（昭

和１０年）５月の第７０地区大会（京都）を記念して募集

され、４作品が当選とされました。 第 1 位は「旅は道

づれ」。この「旅は道づれ」は作曲の一部に盗作があっ

たため後に失格となり、第２位の「奉仕の理想」が、第１

位に繰り上げ当選になったそうです。 第三位の歌詞

は、現在私たちが理解しているロータリー理念とほとん

ど重なっているように思います。軍国主義が盛んになり

つつあった当時としては、かなり思い切った平和主義

が表明されています。 第４位は、おなじみの「我らの

生業」です。繰上げ当選して 1位になった「奉仕の理

想」に関しまして、歌に出てくる「御国に捧げん」の「御  

国」が、当時のロータリーの思想と相容れないと評価さ

れている場合があるようです。 それを裏付けるように

「奉仕の理想」を作詞した京都 RCの前田さんの原詩

は、「御国に捧げん」ではなく、「世界に捧げん」だった

そうです。当時の村田省蔵さんというガバナーは国粋

主義的な考えを持った方だったようで、この 「世界に

捧げん」を「御国に捧げん」と変えなければ当選は無効

と宣言したので、前田さんは泣く泣く 承諾したのだそう

です。前田さんは後に亡くなる前、「もし出来ることなら

何時の日にか原詩の『世界に捧げん』に戻していただ

ければありがたい」と遺言されたそうです。しかしながら

「御国」という言葉に変えたのは、英語が敵性語とされ、

米国由来のロータリーに世間の冷たい目が向けられよ

うとしていた時代に、ロータリーの組織を守ろうとする苦

肉の策だったかも知れません。実際、この「奉仕の理

想」が発表された昭和10年の5年後には日本のロータ

リークラブは国際ロータリー を脱退し、解散を余儀なく

されることになります。 そうしたロータリー苦難の時代

を耐え抜いたこの歌の歴史は尊重しなければなりませ

んが、私たち２１ 世紀を生きるロータリアンはこの歌の

「御国」を、今の時代に合わせて「世界」でも「地域」で

も「社会」でも自由に心の中で置き換えて歌ってかまわ

ないのではないでしょうか。思想の自由が保障されて

いる現在、自由に伴う社会的責任を私たちは伴いなが

ら、思い思いの活動を行うことができます。「奉仕の理

想」の言葉ひとつにも先達たちの築いてきた礎を実感

することができますし、その上に立脚したロータリー活

動ができることはありがたいことなんだと思います。本

日もよろしくお願いいたします。 

 

 

【 幹 事 報 告 】      森治高央副幹事 

１．鶴ヶ島市青少年健全育成協議会決定 

２．鶴ヶ島市国際交流協会ニュースレター 

３．地区大会お知らせ 

４．地区青少年交換説明会の案内 

 ５．ガバナー候補者依頼 

 ６．国際奉仕セミナー案内 

 ７．地区組織図 

 ８．地区活動計画書配布 

 ９．パスポートクラブオープン例会案内 

 １０．ロータリーレート１＄＝ １３９円 

 １１．米山梅吉記念館 館報 

 １２．越生毛呂 RC会報 

 

 

 

【 委員会報告 】 

 ◎齊藤勇司ロータリーの友地区役員 

ロータリーの友 電子化に伴いパスワードの扱い 

 

◎西澤克己戦略計画部門委員会委員長 

 スピーチコンテスト案内 

  日時 １０月２３日（日） １３：００より 

  場所 アルカーサル迎賓館川越 

   

 ◎齊藤大祐会員増強委員長 

  会員増強について 

 

【 出 席 報 告 】       市川大委員長 

 

◎ ニコニコ 

❃ お世話になます。長峰会長に誘われまし手親睦

旅行連れて行って頂く事になりました。宜しくお

願い致します。             福山健朗様 

❃８月誕生月でした。            松崎峰夫君 

❃お久ぶりです。誕生日で６０歳になります。 

山中基充君 

❃ 誕生祝い有難う御座います。     森治高央君 

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

29名 23名 2名  2名 79%  
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
❃ 皆様ご無沙汰しております。やはり例会は良いで

すね。また、福山さんようこそお越しくださいました。

本日もよろしくお願いします。     長峰秀和君 

❃福山さんようこそいらっしゃいました。クラブ協議会

宜しく。                    中嶌清君 

内野麒一君 川野昇君 渡辺道雄君 

清水良一君 田中憲一君 木村武志君 

佐々木龍児君 菊田真忠君 向井宏倫君 

❃福山様ようこそ!!皆様ご無沙汰していました。お会

いできてうれしいです。           横山明君 

❃皆様ご無沙汰しております。       齊藤勇司君 

❃ 福山さんお久しぶりです。本日は有難う御座いま

す。仕事の都合で早退します。    鴨下三夫君 

❃クラブ協議会よろしくお願いします。  山根義法君 

❃山根さん本日はよろしくお願いします。西澤克己君 

❃8/28米山奨学生の程鴻雅さんと齊藤パスト会長と

米山副委員長中嶌さんの４人で行田のお寺で座

禅を組んできました。          宮前典子君 

❃福山様本日はようこそいらしてくださいました。先日

は大変お世話になり有難う御座いました。 

齊藤大祐君 

❃久しぶりによろしくお願いします。     市川大君 

❃京都に行けませんが皆で楽しんでください。 

藤原勇次君 

【 クラブ協議会 】           

 親睦委員会  山根義法委員長 

  親睦旅行 京都 方面について 

 日時 ２８日・２９日・３０日 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お祝い  

 

    
        松崎峰夫君 古希祝い 

 

おめでとうございます。!(^^)! 

 

 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０     長峰秀和会長 

 

 

 

 

 

    
    

  

 

 

        

 

 

 

  

 

 

事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 
川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

