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親睦と友愛を礎として、
この日野の地域社会に奉仕・貢献して行こう
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博

於：高幡不動尊

１位の作品は、メロディに一部盗作があり失格し、
「奉仕の理想」が繰り上

俊明

げ当選となりました。作曲は東京RCの萩原栄一氏、作詞が京都RCの前田

俊明

和一郎氏です。さて、ここで事件が起こります。応募した「奉仕の理想」の原

本日卓話をお願いした産經新聞東京本社夕刊フジ

詩は、 御国に捧げん が 世界に捧げん でした。当時の村田省蔵ガバナー

編集委員

は愛国心の強い方であったようで、選考に当たりこの語句を変更しなけれ

■国歌

久保武司様です。よろしくお願いします。

「四つのテスト」

今月の歌「海」斉唱
■ニコニコ報告

ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー本田

親睦委員会

されましたが、逝去される際に、親しい友人に対して、
「もし出来ることなら

平吹正義委員長

何時の日にか原詩の『世界に捧げん』に戻していただけたらありがたい」と

ニコニコメッセージ紹介、
月例記念品贈呈
■出席報告

言ったのが遺言だそうです。当時の京都RCの見解は、
「この歌は今や日本の

会員誕生日

出席委員会

ロータリー共有の財産でありますから、京都RCが歌詞の変更について決定
守重昌之委員長

報告 内容後記
■会長報告

会長

ば、当選は無効という通達を出しました。前田氏は、涙を呑んで変更を承認

誠会員

する筋合いのものではありません。各クラブの判断でどちらでも好きに歌わ
れては・・・」とのことです。

小髙

俊明

■幹事報告

前年度幹事

河野和正

1.第二回理事会報告

栗山幹事本日欠席です。理事会の決議・協議事項とスケジュール、ご案内な

a.クラブ定款・細則の手直し案を協議。

ど報告します。

b.日野RC松浦様から、青少年交換留学生イタリアの高校生ジャミー君8月11

1.理事会決議・協議事項の細部を報告します。

日来日予定。

イ.8月8日（火）八王子東RC合同例会飛火野会員はpm5：30集合

c.8月22日松本ガバナー補佐来訪時のクラブ協議会について。

屋うかい登録料8000円

d.9月8日猿渡ガバナー公式訪問について。

ロ.8月15日お盆休会

e.8月の夜間例会南平「寿司正」に決定。開会点鐘時間を協議8月は6時。

ハ.8月22日（火）開会点鐘12：30

ジャミー君を招待する。

会テーマ「30周年記念事業を考える」。

f.会長より、30周年について、チャータメンバーで話し合いをとの要望が出さ

ニ.8月29日（火）夜間例会

れ、例会後協議する。

2.地区猿渡ガバナーより、九州北部の災害義援金協力要請が届いてます。後

2.ロータリーの2大奉仕哲学

ほど義援金袋を回します，ご協力ください。

『One proﬁts most who served best』と『Service above self』

◆ー回覧物ー◆

前回、職業奉仕理念『最もよく奉仕するもの、最も多く報われる』について述

1.東京城南より上期例会案内

べましたが、今日はもう一つの理念『Service above self（超我の奉仕）』

年 記 念 式 典 の 案 内 、2 018 年 2月4日

について述べたいと思います。

3.2016-17年度派遣留学生帰国報告会の案内

1950年代前半まで、この理念は一つ目の理念を補足するものという立場で

周年の案内

した。すなわち自分だけが儲けるのではなく、他人にも恩恵を与えるように

ルーム

松本ガバナー補佐を迎えて、クラブ協議

南平「寿司正」開会点鐘18：00

2.（ 公社）米山記念奨学会

財団創立50周

於；グランドニッコウ東 京台場
4.東京三鷹RCより創立60

2017年9月26日京王プラザ東京本館5F

登録受付15：15

於とうふ

登録料15,000円

コンコードボール

5.東京町田RCより活動計画

取引を拡大すべきだという意味を持っており、職業奉仕に関連したモットー

書。6.浜寿司休業挨拶状。

だったと言えます。

■委員会報告

ところがロータリー発足後、次第に全世界のそれぞれの地域ですばらしい社

●IM実行委員会

会奉仕活動が行われ、目を見張る業績を残していきました。こうして、この理

7月28日実行委員会開催、パストガバナーによるディスカッション。の準備を

念『超我の奉仕』は次第に社会奉仕の理念に移行していきました。このこと

進めている。各クラブよりテーマを1〜2個出して貰う。

から、現在の『 Service above self』 は他人のことを思いやり、他人のため

●献血推進協議会

に奉仕する、いわゆる社会奉仕や世界社会奉仕の活動を推奨するモットーだ

3月８日献血例会は受付46名献血者40名昨年より受付で7名献血で6名増

と考えることができます。

加しました。皆さんにもお願いしますが、20〜30代の献血者が少なく、ご家

次回は『四つのテスト』の誕生の経緯についてお話したいと思います。

族や知人に呼掛けてください。献血量も200ミリ400ミリですが感染症を防

＊豆知識

ぐ上で400ミリをお願いします。8月は減る時期、人の多く集まる碼所等で呼

ロータリーソング

びかけがあったらお応えください。

1920年（大正9年）日本ではじめて東京RCが創立され、1930年には横浜

渡邉良勝会員

●会員組織委員会

奉仕プロジェクト委員会

谷

和彦副委員長

渡邉良勝委員長

も含め11クラブに発展しました。この頃のロータリーソングは全て英語の歌

六本木RCでは22歳の会員を迎えました。既成概念に囚われず候補者を選

詞でした。次第に日本語によるロータリーソングの要望が強くなり、1935年

びましょう。国際大会ガバナーナイトに出ました。シカゴでポール・ハリス像

に全国に募集した「日本語によるロータリーソング」の発表が行われました。

を見ました。何と制作は日本で行われたとの事。ロータリーソングについて、

第１位

「旅は道ずれ」

戦前敵国語があり戦時下で政治勢力から圧力がかかり、RCは国の為を思っ

第２位

「奉仕の理想」

て活動していると述べたところ、証拠を示せといわれ、日の丸掲揚、君が代

第３位

「平和を人の世に植え」

斉唱そしてロータリーソングの歌詞「御国にささげん」を示した。

第４位

「我らの生業」

8月「会員増強・新クラブ結成推進月間」
■卓話講師紹介

会長

小高俊明
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金も入ります。色々ボランティアもやっています。他のスポーツの選手

会社が同じビルでご縁をいただき、懇意にさせていただいてます。今日

育成、世のため、人のため尽くしてもらいたい。懸賞金は30000円お

はスポーツ担当の面白い話がお聴きできるのではないかと思います。

金の使い方もきちんと考えてもらわないと困ります。

久保様よろしく御願いします。

■謝辞謝礼

●卓話「大相撲のほんとうのこと」をみつめよう 久保武司様

久保さんには他の話にも詳しいので、今後卓話をお聴きして愛と思い

本日の卓話の為に

ます。本日はありがとうございました。

ご用意された資料を最初にいただき

ました。まず、産經新聞で25年スポーツ記者をしてきまし
た。今日は色々担当しましたが、 「大相撲のほんとうのこ
と」をみつめよう と題し、永年取材で得た話をします。今、相撲にい
ろいろと情報が錯綜しています。批判もあるし、
マスコミも悪い本当の
事を見つめ直して欲しいと思います。力士は公益財団法人日本相撲協
会の職員です。出世には序の口から5〜7年は掛かります。外国人力士
はハングリー精神があり早く伸し上ってきます。大相撲はNHKが独占
放映していますが、おかしいです。放映権料1場所5億円6場所で30億
円です。地方巡業を含めチケットは満員だと1回で売上1億円、90場所
あり合計90億円です。CMがないからいいといわれてますが、放映時
間は6時を超える事はありません。それは番組構成上で7時のニュース
が動かせないからです。6時に終わるという契約なっています。なぜナ
イター興行がないかもここからきています。賭博・八百長事件で人気
が落ちましたが、日本人力士の活躍で人気が回復チケットが入りませ
ん。「横綱の品格」について双葉山が本を出しています。今、
「横綱の
品格」という言葉が一人歩きをしていますが、ぜひこの本を手に取って
いただきたい。これを読んで、貴乃花・稀勢の里は横綱としての姿勢を
考えています。「横綱」は神様、土俵入りは神事といわれます。モンゴ
ル人力士、遠藤、御嶽海，嘉風は稽古ぎらいです。特に遠藤、御嶽海，
嘉風は大卒力士で稽古で体を壊したらと思っているからでしょう。角

■閉会点鐘

会長

会長

小髙

小髙

出席報告 総数
第1356回 26

モンゴル人力士、大卒力士は取り組みはぐちゃぐちゃですが人気があ

第1354回

るので見過ごされているのではと思います。青山学院・TV局でも巡業
が行われ大盛況でした。貴乃花親方と年数度、食事をしますが「相撲
界を色々変えたい。50年は掛かるかも、NHK,タニマチなど利益に関
係する人たちがいるので。でも50年かけてもやってゆきたい」と抱負を
語られます。昔に比べ相撲の質は変わっても中味は変わらない。本当
の事は色々ありますが、相撲界からいただいたものも大きいものがあ
るので応援してもらいたい。という事ではないかと思います。白鵬が
日本人でないと親方になれないとかいってるようだが、職員なんだか
ら，不満なら止めればいいのではという声もあります。稀勢の里が横
綱になり、90日は稽古で鍛えている、苦労して立ち上がったきた、だ
から人情相撲を取って欲しいとの声がよせられています。「相撲道は保
守だ」革新ではない。といわれます。佐田の山、栃錦、先代若乃花に、
記者が相撲で手心を加えたことがあるのかと問いかけた事に、
「相撲
は15日間本気で真剣なら，怪我をする。だからいろいろ考えてやる」と
いわれた。と聞いています。相撲は国技、双葉山のように日本人力士
の稀勢の里が各界を引っ張ってもらいたい。相撲人気でチケットを頼
んでいるが入りません。一巡業で2000〜5000万円かかかります。巡
業先の街を潤していただければと思いますす。栃錦、先代若乃花、佐
田の山は保守を変えてはいけないといわれました。今、横綱になれば
国技館にある相撲博物館の館長になれます。チャンピオンになればお

俊明

■ニコニコ報告
小髙俊明さん・・久保武司様本日は遠い所ようこそお越し下さいました。卓話楽
しみにしております。８月に入り暑い日が続きます。皆様どうぞご自愛下さい。
河野和正さん・・蒸し暑い日が続きますが体に気をつけて下さい。久保様ようこ
そ！本日の卓話よろしくお願いいたします。
渡邉良勝さん・・８月は誕生月なので、前祝としてニコニコします。
濱田宣郎さん・・昨年卒寿を卒業し（卒寿パス）本年からは心身共に童心に返
り、何事も再出発したいと思っております。誕生日祝、ありがとうございます。
本田 誠さん・・今月２人目の孫が生まれます。女の子だそうです。うれしいです。
安西 清さん・・しおからトンボ、蓮の花、夏ですね。
藤野益夫さん・・久保様、ようこそいらっしゃいました。本日の卓話楽しみです。
今日８月１日は「水の日」です。今日から１週間「水の週間」です。水を大切にし
ましょう。水も有限です。
生沼通男さん・・早実が残念ながら甲子園には行けなくなりました。早実には私
と同じ生沼という選手がいて、彼の悪送球でチームは負けてしまいました。しか
し唯一の１年生でレギュラーですから将来が楽しみです。
早川忠男さん・・明日から４日まで、消防少年クラブ全国交流大会に行って参ります。
長谷川嘉則さん・夕刊フジ、久保様本日は宜しくお願いします。先日２５日に２
人目の孫が僕の５８才の誕生日と同じ日に産まれました。何とも嬉しいプレゼ
ントをもらい、孫の為にも頑張る決意が出来ました。
天野武雄さん・・本年副会長の責務は大変むずかしい事と思いました。
平 良信さん・・最近・・酒のビンの広告を見ると・・・。「ミサイル」に見えてし
まう、本当に困ったものだ。
馬場弘融さん・・ひさしぶりに司会をおおせつかりましたので。
平吹正義さん・・夕刊フジ編集局の久保様スポーツ関係のお話楽しみにしてます。

れます。貴乃花、若乃花は猛稽古をし、稀勢の里もよく稽古をします。

界では「3年先の稽古」といわれ、稽古したら3年先に結びつくといわ

俊明

27

ニコニコBOX

出席 MU前 MU後 欠席 出席率
19
2
5
80.76％
21

2

0

本日 40,000円

4

85.18％

累計226,000円

本年度目標額1,200,000円 達成率18.8％

※今週のメークアップ 水野さん
※先々週の後メークアップ なし

黒川さん

★トピックス
1.将棋界では藤井四段大活躍ですが囲碁界でも、17歳の芝野三段が、7月31日
対局した余正麒七段を破り公式戦初優勝、これに伴い8月１日付で七段に昇格。
初優勝・七段昇格も従来に記録を塗り替えた。.
▲小髙・栗山年度1ヶ月を想う▲
静岡県浜松市では30日までの約一ヶ月間30℃以上の真夏日を観測、東京都心
でも24日間真夏日で、大変暑い7月でした。気温のように、小高会長は「親睦と
友愛を礎とし、この日野の地域社会に貢献して行こう」と高々とスローガンを掲
げ、基本方針で「職業奉仕・社会奉仕を礎として，相互の信頼と自由闊達な気風
をもって常に真摯で品格を忘れず，喜んでこの地域に貢献しよう」と暑き思い表
明した。栗山幹事の体調不良で、スタートからピンチヒッターの河野前幹事と
のタックとなりました。河野前幹事ご苦労様です。会長スピーチは毎回ロータ
リーの原点を取り上げ，歴史を学ぶとともに職業奉仕活動を再認識する良い機
会になっています。我が国の景気は、バブル期を超え最長といわれていますが、
それを支えている大企業からのトリクルダウンを中小零細企業は感じる事な
く、実感としては景況感は悪化しております。会員の維持・増強にも影響を及ぼ
しています。しかし、こうした状況でも増強するクラブもあり、現状打破の意気
込みがあれば、境地は開けると思います。地道な地域に根差した奉仕活動を有
効に広報し市井の皆様に認識してもらえれば新たな方向が見えてきます。年度
前半が勝負のときと思われます。知恵を出し合い策を講じて、クラブの浮沈をか
けた戦いに挑もうではありませんか。8月は「ロータリー会員増強月間です。」
「先んずれば人を制す」の心境で取り組みましょう。
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