
２０２０.２．６  例会報告 Ｎｏ.１７０４      司会ＳＡＡ 勝沼 研 さん

★本日の出席者  ５５名中２９名（欠席２６名） 

 

★先回の出席率  ６７．３５％ 

 

★米山奨学生（1 名） 

 ドアン ハイ イエンさん 長岡大学 

 

★点 鐘  

 

★国 歌      君が代 

 

★会 歌     奉仕の理想 

 

★お客様紹介                 長谷川 繁さん 

 

★お食事 

 

★会長挨拶                  渡辺 雅志さん 

こんにちは。今、テーブルでも話していたんですけど、新コロナウイルスがだいぶ広がっ

ていて、家の薬局にも中々消毒液とかマスクが入らないような状態になってきてい

ます。亡くなられた方が 500 人でしたでしょうか。アメリカで過去最大くらいに酷い

インフルエンザが流行っているようでして最低でも 8,200 人たぶん 2 万人以上亡く

なっているのではという報道がありました。それに比べたらまだまだ…この後も広がっ

ていくんじゃないかとも思いますが。それに因みまして、ご存じの方もおいでかと思い

ますが 1年間世界中で人間を殺している数の最も多い生物は何かというお話をご

存じでしょうか。いろいろな統計があるんでちょっと違うんですけれども、ざっと読んで

いきます。鮫 6 人、その資料によってだいぶ上下はあるんですけども、人間が何人

死んでいるか、狼 10人、ライオン 22人、象500人、カバ 500人、サナダ虫1,000

人、ワニ 4,500 人、寄生虫 1 万人、ツェツェバエ 1 万人、サシガメ 1 万 2 千人、

カタツムリ 2万人、犬 3万 5千人、犬はまだまだ世界中でみると狂犬病があるみ

たいです。Best3 になるんですけど、大体予想がつきますでしょうかね？第 3 位が

蛇 10 万人、第 2 位が人間 44万人、 

第 1 位は蚊 75 万人。 

マラリアですとか蚊がやっぱり一番     第 1位 

でもこの中でもいろいろありましたが、 

蚊が直接殺す訳では無くてその中の 

ウィルスですとかそういったものが 

殺すわけですけども、人間が第 2位と 

いうのも怖い感じがしますね。 

 今日のロータリーについてのお話です。前にも少しお話しましたが、「ロータリーとラ

イオンズ 私たちロータリアンの中でもロータリーは〝I Serve〟個人奉仕だと仰

る方が多いです。これはライオンズのモットーの〝We Serve〟と比較したときライ

オンズとは違うロータリーの奉仕の特徴を示す言葉としてロータリアンの間で多様さ

れてきました。確かに〝We Serve〟はライオンズの名前を由来とされるスローガ

ン、〝Liberty，Intelligence，Our Nation’s Safety〟と一緒に掲げられている

ライオンズの唯一の公式モットーです。ところが、〝I Serve〟という言葉はロータ

リーの公式文献のどこを探しても出てきません。ライオンズからは、ロータリーは社会

奉仕活動を職域や個人で行うだけとみられているようですが、勿論ロータリーは団

体での奉仕活動を否定していません。でなければ米山奨学金もポリオプラスもそし

て前橋ロータリーの国際奨学生制度も行われていなかったでしょう。〝I Serve〟

という言葉がロータリーの奉仕の本質を表しているとは言えません。ライオンズには、

職業奉仕の概念が無いと仰る方もいます。確かにライオンズには、職業奉仕とい

う言葉はありませんが、職業倫理をうたった立派な道徳綱領があります。その道

徳綱領がロータリーの文献の中に混じっていても気づかないくらい読んでも区別が

つきません。それでは、ロータリーとライオンズの一番の違いは何でしょうか。ライオン

ズクラブ国際協会のウェイブサイトを見るとライオンズの奉仕という項目があります。

この英語ページでは〝Our work〟となっていました。そして、その項目ページのタイ

トルが〝他のどんな奉仕クラブ組織よりも多くの場所でより多くのボランティア活動

を〟と謳われているんです。ライオンズのモットー〝We Serve〟の Serve は動詞

形です。そしてライオンズクラブでの活動は activity・活動と言われています。ライオ

ンズの奉仕は活動することに主眼があるようです。これに対してロータリーは、初期ロ

ータリーの頃からサービスの在り方・質を追求してきました。職業奉仕委員会ができ

る前この委員会は、ビジネス メゾット コミッテイと言われていました。つまり正しいビ

ジネスの方法を探究する委員会です。サービスはその委員会の中核概念でした。

正しいビジネスの中身がロータリーのサービスでした。そして現代ロータリーでは、サー

ビス理念は社会に役立つ価値を提供する世の為・人の為尽くすことと最も広い意

味で使われるようになっています。私たちロータリアンはそうしたロータリーのサービス

理念の研鑽を例会や委員会活動や奉仕活動の中で行うわけです。社会奉仕

活動をすることに主眼をおくライオンズに対して一人ひとりの動機を大切にし、それ

ぞれの職業を通じてサービスレベルと自己の人間性の向上を図るロータリーという

違いになるでしょうか。これで違いは明快になったかどうかはわかりませんが、ライオ

ンズの派手な広報を馬鹿にしたりロータリーの理念の方が優れているとか自慢をし

たりではなく、世界最大の社会奉仕団体であるライオンズの活動には敬意を表し

つつロータリーはロータリーで奉仕の理想の探究をこれからも自信を持って続けてい

くことが大事だと思います。」わかった様な、わからない様な話になってしましました

が、 

今日は以上です。 

 

★幹事報告                    西方 太地さん 

・地区行事 

 2 月 1 日（土）第 2回地区米山記念奨学委員長セミナーに、現年度委員

長 小山さんと次年度委員長 長谷川さんが出席されました。大変お疲れさ

までした。 

・ロータリーの友事務所より、ロータリー手帳お買い上げのお願いが来ております。1

冊 600 円（税別）です。ご興味のある方は、事務局までご連絡をお願いしま

す。 

・本日の理事会決定内容について 

 ＊ロータリー旗を、次年度も同様のものを購入します。次年度の国際ロータリー

のテーマは、「ロータリーは機会の扉を開く」です。 

 ＊当初 6 月 11 日にゴルフ例会を予定していましたが、ヨネックス CCで予約

が一杯という事で１週間後に動かすことになりました。 

6 月 11 日（木）特別休会   6 月 18日（木）ゴルフ例会 

皆様、スケジュールの調整をお願いいたします。 

・次週例会は、大島さんの卓話が入っておりましたが、HPがほぼ出来上がりまし

たので、皆様に見ていただく時間を設けたいと思います。大きな変更は出来ま

せんが、ご覧いただければと思います。 

 

★米山奨学生に奨学金を渡す。 



 

★米山奨学生近況報告          ドアン ハイ イエンさん 

皆さん、こんにちは。近況報告ですが、私は先週に大学の期末試験が終わ

って今週から 2 か月間の春休みに入りました。元々、来週帰国する予定があ

りましたが、最近コロナウイルスが流行っているから今回は止めました。帰国が

できなくて少し残念ですが、これから、就職活動が始まるので、その時間を使っ

て準備をしながら就職活動を頑張っていきたいと思います。以上です。ありがと

うございました。 

 

★委員会報告 

ＳＡＡ                      勝沼 研さん 

ニコニコＢＯＸの投入金のご報告です。１月の投入額は、50,000 円。今年度

累計は、419,800 円になります。皆様から多くのご投入をいただきまして本当にあ

りがとうございました。 

 

★ニコニコ情報 

・桜井カツエさんより、「こんにちは。皆さんのお席に、とっと通信の 20 号と 22 号

が置いてありますので目を通して頂ければ有難いです。20 号は消えた野本家

の仏壇で、今、非常にミステリーでございます。財団の原信さんの所から、今回

の市政だよりに載っていましたが、如是蔵を寄付されました。ですけども、仏壇が

どこに行ったたのかがわからないというのが、何処にいったんでしょう？ということ

で聞いていますけど。今のところ処分したらしいんですけど、人の仏壇なんて処

分しないだろうよとか話は一杯ありますが、はっきりしていません。とっと通信 21

号が無くて 22 号なのかですが、家のまとめるのが奇数が嫌いなんだそうです。

ですので偶数でいきます。22 号は米山稔様と三枚のサインで、先日の米山稔

様のお別れ会の長岡に参加をして、31 日帝国ホテルの方にも参加をさせてい

ただきまして、とても感動して参りました。東京にはいくつかの仕事もありまして、

丁度タイミングが合い良かったなと思ってありがとうございました。以上でございま

す。」 

・三条 正憲さんより、「２月号のロータリーの友の P63 に、イエマネ君から来た

結婚式の写真を、皆さんからお祝いをしていただいたのがここに載りました。友

誌をイエマネ君に送りたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。」 

 

 

★お祝いの日 

・誕生日 

柳沢久敏さん  １９日   大貫啓三さん  １９日 

青柳良孝さん  １５日   渡辺 恵さん  ２１日 

森田直子さん  ２２日   江口耕三さん  １２日 

 小山勝彦さん  １９日 

 

ご夫人 

江口耕三夫人 裕美子さん  １６日 

小山勝彦夫人 栄美子さん   ３日 

 

 ・結婚記念日 

   三条正憲さん 公子さん   １１日 

   渡辺雅志さん 久美子さん   ８日 

   佐山武志さん 美香さん   １９日 

  

誕生日を代表して一言              柳沢 久敏さん 

  柳沢です。生まれは昭和１９年２月１９日で、大貫先生と同じ日ですが、

僕より２級下ですね。この頃、誕生日が来るとなんとなく憂鬱になります。また

一つ歳をとったのかと。この頃本当に、あちこちガタがきまして、この前も雪で転

んでろっ骨を折りました。そしてゴルフをしていても息が切れるんですね、何かおか

しいなと思って立川病院に行ったら、ちょっと心臓が悪いと思って行ったのに、何

処も悪くないっていうんですよね。ところが、血液の方がおかしいと言うんで検査

をしているんですが、まだ解りません。誕生日が怖いこの頃です。ありがとうござ

いました。 

 

★点 鐘 

 

▲定例理事会報告 

・次年度ロータリー旗について（幹事報告 同） 

 例年同様に、縦型を購入します。 

・ヨネックス CCの予約のため例会予定日の変更（幹事報告 同） 

６月１１日（木）例会 ゴルフ例会を特別休会に変更 

 ６月１８日（木）例会 特別休会をゴルフ例会に変更 

・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 本日のメニュー（２月１３日） 

焼物  鶏鍬焼き 

     鰆利休焼き 

椀   真鱈汁 

山古志コシヒカリ 

香の物 すぐき漬け 

水菓子 越後姫  

次回例会２月２０日（木） 

 卓話 坂内隆徳さん 


