NAKAMINATO ROTARY CLUB

ロータリー :
変化をもたらす
那珂湊港（画：清水喜輝氏）

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか

No.2908
事務所

★点

2017 年 12 月 4 日

ひたちなか市海門町二丁目 8-13 ひたちなか商工会議所那珂湊支所内
TEL.029(263)7811
例会日 毎週月曜日 12:30
FAX.029(263)6859
例会場 常陽銀行湊支店二階会議室
URL : http://www.nakaminato-rc.com/

鐘

２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか
どうか

欠 席 者
出席免除者
メークアップ
出 席 率

磯﨑久喜雄会長
国 歌 斉 唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
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★幹事報告
★会長挨拶
磯﨑久喜雄会長
12月になりまして最初の例会かと思います。
今年も早いもので歳を取るとどんどん早くなる
と言うように感じます。今まで私の挨拶は時事
的なものばかりでしたが、 纏まったテーマでな
かったので、 来春からはこのようなことのない
ようにしようと思っております。
現在話題が豊富なんですが、特に国技である
大相撲について皆さんはどう思いますか。一連
の流れを見まして相撲道の精華を求めるという
現れであって、 見方によっては大変素晴らしい
とも思います。自分の信念を貫くという態度の
人間は現在あまりいないと思います。
★出席報告
栩木直行委員長
会 員 数
２８名
出 席 者
１５名

黒澤利勝幹事
下半期例会プログラム予定表(案)について
別紙の通りプログラム委員会より予定表が提
出されましたので発表いたします。
★ 2018 ～ 19年度クラブ役員
菊池眞一郎会長エレクト
下記の通り決まりましたのでよろしくご協力
の程お願いいたします。
会
長
菊池眞一郎
会長エレクト
遊座 文郎
（会員組織委員会委員長兼務）
副 会 長
磯崎久喜雄
（クラブ管理運営委員会委員長）
幹
事（役員）
川崎
誠
会
計（役員）
白土 周一
会場監督（ＳＡＡ）
（役員）
川崎 通夫
直前会長（役員）
磯崎久喜雄

職業奉仕委員会委員長
（理事）
社会奉仕委員会委員長
（理事）
青少年奉仕委員会委員長
（理事）
国際奉仕委員会委員長
（理事）
ロータリー財団委員会委員長
（理事）
米山記念奨学委員会委員長
（理事）
監
査（役員）
監
査（役員）
地区役員

根本

博

常盤 昌敬
菊本 隆広
磯崎

孝

海後 宗郷
藤咲 久光
根本
隆
鬼澤 宏幸
川﨑 通夫

★委員会報告
ニコニコボックス委員会
栩木直行委員長
磯﨑久喜雄会長…月例ニコニコボックスです。
黒澤利勝幹事……月例ニコニコボックスです。
磯﨑 孝会員……45周年記念大会において会
長に就任いたしました。よろしくお願いい
たします。
金子貞夫会員……月例ニコニコボックスです。
鹿志村吉信会員…今月もよろしくお願いいた
します。
菊池眞一郎会員…月例ニコニコボックスです。
宮崎一雄会員……月例ニコニコボックスです。
根本 隆会員……12月18日のクリスマス家族
会は孫と一緒にお世話になります。どうぞ
よろしくお願いいたします。
白土周一会員……月例ニコニコボックスです。
栩木直行会員……月例ニコニコボックスです。
常盤昌敬会員……月例ニコニコボックスです。
卯野福弥会員……去る11月27日ひたちなか市
立前渡小学校５年生の行政相談出前教室
を実施してきました。たくさんの苦情事案
があり、 現在それらの解決に向け努力して
いるところです。
本日は12件で、 21,000円でした。
現在までの累計は192,000円です。ご協力に
感謝いたします。
職業奉仕委員会
常盤昌敬委員
去る11月29日職業奉仕委員会が開催されまし
た。議題は永年勤続表彰（或いは優良職員表彰）

実施の件についてです。
【趣 旨】
『ロータリーの職業奉仕』の考え方は、 企業
等においてそれぞれの仕事を通じて社会に貢献
することに通じるものである。当クラブ職業奉
仕委員会の事業は、 今年度は職場見学のみで
あるので、 今年度からの新事業として、 各企業
の永年勤続表彰を実施し、 今後も継続事業とし
て行きたい。
【対象と目的】
那珂湊地区において勤勉・誠実で他の模範と
して企業等の発展に努力している従業員を顕彰
するために実施する。
【実施方法】
まずは、
会員の所属する企業から対象者を募る。
その企業に対象者がいた場合、 必要事項（氏
名、 年齢、 勤続年数等）を届け出てもらい、 賞
状と記念品を贈呈する。
贈呈はクラブの夜の例会場に対象者を招待
し、 会長から対象者の経歴などを紹介し、 賞状
と記念品を贈呈する。
賞状は当クラブで作成し、 記念品は当クラブ
で準備するが、 記念品代は表彰者の所属する当
ＲＣ会員が負担する。
例会の食事を受賞者と共にするが、 受賞者の
食事代は当クラブの負担とする。
【検討事項】
・ 対象者選考基準
永年勤続：５年・10年・15年・20年・・・
優秀職員
勤勉職員
その他
・ 会員以外の会社から候補者が出た場合で
も対象者とするか。
・ 年度の対象者の数を規定するか。
１回３名まで、４名まで
または 制限せず。
１企業１名のみ、２名まで
または 制限せず。
次年度以降の事業について
職業奉仕委員会と親睦活動委員会合同事業
として、 職場見学と親睦旅行を兼ねた行事を計
画する。
・ 工場見学＋食事会。
・ 事業所見学＋観劇。

親睦活動委員会
岡田 勝委員長
クリスマス家族会のご案内
標記の件につき下記の通り開催いたします。
今年もたくさんのクリスマスプレゼントを準備
しております。また、 楽しいゲーム等も用意し
ております。ご家族皆様多数のご参加をお待ち
いたしておりますので、 よろしくお願いいたし
ます。
記
日 時 12月18日(月) 午後6時10分
例会は午後6時30分開催
会 場 藤屋ホテル ℡ 262-4141

『ロータリーと歌』
日本では、 例会の時、 ほとんどのロータリー
クラブで歌を歌っています。新会員の皆さまは、
そのことに驚かれたかもしれません。ソングリー
ダーとして指揮棒を振るなど、思ってもみなかっ
た経験をされた方もいらっしやるかもしれませ
ん。
ロータリーでは初期のころから歌を歌ってい
ました。ロータリー 100周年を記念して出版され
た『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』には、
「1905年のある秋の夜、 例会で一時的な静寂が
訪れた。会話のざわめきが突然止んだ。警告も
なく、 ハリー・ラグルスが自ら立ち上がって『お
い、 みんな、 歌おう！』と当時流行っていた歌
を何曲か音頭を取って歌った。以来、 例会での
合唱は、ロータリーの伝統となった」とあります。
ご存じのように、
シカゴ・ロータリークラブ（ＲＣ）
が創立したのは1905年２月23日ですから、１年
もたたないころの出来事です。
「創立から２年目、 会員同士のささいな意見の
相違がだんだん大きくなり、 クラブ内が割れ、
出席率が低下するようになってきました。当時、
シカゴＲＣの幹事だったウイル・Ｒ.ネッフが、
ラグルズに 『これがもう１ヵ月も続けば、 クラ
ブは解散してしまうだろう。私は、 君が毎週立
ち上がって楽しく歌うことにしたらどうか、 と
思う』と言い、ラグルスはその道りにし、 指揮
者として確固たる地位を占めた」と、 笹部誠バ
ストガバナー（ＰＧ川崎ＲＣ）が、『友』1971年
４月号に書いています。
さて、 皆さまのクラブでは、どのような歌を

歌っていますか。いわゆるロータリーソングだ
けではなく、 童謡などを歌われているクラブも
多いかもしれません。クラブ独自の歌をつくっ
て歌っているクラブもたくさんあります。
1935年５月、 京都で開催された地区大会で、
かねて募集した作品の中から入選作品が発表さ
れましたが、 今、 国内のクラブでよく歌われて
いる「奉仕の理想」と「我等の生業」は、この
時に入選した4曲のうちの２曲です。
1952年、 大阪で開催された地区大会では、
「手に手つないで」「それでこそロータリー」が、
当日発表された５曲の中に入っていました。
『ロータリーの友』創刊50周年記念として、 以
前からあったロータリーソングのＣＤと楽譜集
を、リニューアルすることになりました。
この時、
全国のクラブで作詞・作曲し歌っている歌で、ク
ラブ名や地名が入らずどのクラブでも歌うこと
ができる歌を公募し、 以前からＣＤに入ってい
た歌に、 新しい歌を加えてＣＤと楽譜集を作成
しました。
さて、 昭和初期の日本のロータリークラブに
ついて、 深川純一ＰＧ（伊丹ＲＣ）によれば「昭
和８年、 京都ＲＣに右翼の壮士の一団が押しか
けました。時の会長の石川芳次郎氏は 『ロータ
リークラブというのは世界的な組織であって、
私たちは皆、良質な職業人です。職業を通じて
世のため人のために動いているので、 決して国
の利益に反することではありません』と言ったの
ですが、納得してもらえず『証(あかし)を立てろ』
と言われました。そこで石川会長は証を立てる
ために二つの条件を提案しました。それが例会
で 『君が代』を斉唱することと、 例会場に 『日
の丸』を掲揚することでありました」
ロータリーソング同様「君が代」を歌い「日の
丸」を掲げることを不思議に思っている若いロー
タリアンの皆さま、 それは私たちの大先輩が、
戦時中、ロータリーを守りぬいた証しなのです。
ロータリーソングに公式とか非公式の区別
はありません。ご紹介したように、 これまでに
何度か公募されていますが、 そこで入選した
歌がすべて歌い継がれているわけでもありませ
ん。例会で歌う歌には決まりはありません。会
員同士が声を合わせることによって生まれる連
帯感、 例会の雰囲気を明るく柔らかいものにす
ること、 それが大事なのだと思います。恥ずか
しがらないで、大きな声をおなかから出 して、
楽しく歌いましょう。
『友』2017年4月号 編集長 二神典子

★ 茨城新聞「すぽっとライト」に
卯野福弥会員が掲載される

「身近な困り事解決へ」
総務大臣表彰を受けた行誠相談員
卯野福弥さん(那珂湊ＲＣ)
行政相談委員として、業績が顕著で他の模範
になったとして10月に総務大臣表彰を受けた。
そもそも、あまりなじみのない同委員とは何を
するのか。総務大臣から委嘱され、 住民から行
政サービスの苦情や相談を聞き、 助言したり関
係機関に伝えたりするボランティアだ。
ひたちなか市内の中学校長を最後に定年退職
した。それを機に委員を引き受ける形となり、
2005年４月に委嘱された。自身もその存在をあ
まり認識していなかった一人だ。市内には４人

の同委員がいる。
11月に開催される市内の産業フェアや２ヵ月
に１回は市役所で、それぞれ行政相談会を開き、
市民の声に耳を傾ける。「道路に小さい穴が開
いている」「カーブミラーを付けてほしい」。職
種の名前は堅いが、 寄せられる相談は身近なも
のだった。市役所に駆け付けて、要望を伝えた。
「私たちは住民と行政をつなぐ橋渡し役。行
政も万全でない。みんなの声がまちを変える」
そのために、 力を入れているのが小中学校で
の出前授業だ。年に２回、 地元の小中学校で
活動内容を紹介したり、 実際に身近な困り事を
出してもらったりしている。実際に子どもからの
声で問題が解決した例もある。排水溝が詰まっ
て生じた水たまりが通学路をふさぐという内容
だった。
すぐに行政に対処してもらい、 水たまりは解消
された。
「小さい頃から身近な問題を考える意識を根
付かせれば、 大人になったときに住みよいまち
になるはず」
【メモ】 母校である高校の校訓は「報恩感謝」。
今もその精神が自身に生かされているという。
ひたちなか市在住。73歳。
（ひたちなか支局・斉藤明成）
（茨城新聞12月５日紙面より転載）

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

