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国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１０月１日 第１１回例会（通算１２７５回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員   ５７名 

      ビジター   ３名       計６０名 

  司会       小泉  始会員 

２．開会の辞・点鐘  大竹章裕会長 

３．四つのテスト   守重知量会員 

  皆様こんにちは。職業奉仕の事を色々、委員長から承りまして 

「非常に難しいことだよ」と言われたのですが、確かに、私も入っ

て間もないので中々理解する事が出来ないのですが、よく色々な

方々から「自分自身の仕事を一生懸命やっていけば、それが職業

奉仕に繋がって行く」という事を承っております。私ももちろん

そのように考えている訳で有りますが、もう一つ、何か突っ込め

ないかどうか、という事を色々考えていたのですが、この 10 年程、

私がやらせて頂いていることを一寸ご紹介したいと思います。 

ビジネスがお花の関係なもので、花育に一寸、力を入れようとい

う事で、太田市場に有る大きな社長さんと一緒に都内と大田区か

ら、群馬の 10か所の小学校にワンコインクラブと言うのを作って、一人、月に 500円頂戴して、メンバー

が 100人一寸おりますので、それが月に大体 7～8万円のお金になりますので、それを原資にしてお花を購

入して、各小学校にお届けしています。コロナの前はお届けした後に皆で一緒にアレンジメント作ろうと

かやっていたのですが、今は一寸、それが出来ないので届けるだけです。その 10校を選んだのも出来れば

国際的な事を一寸絡めたいという事で、外国人のお子さんたちが通っている小学校を選びました。代表的

な所は、大久保小学校で、今、30数か国の外国のお子さんが通っております。そこで 10年程続けている

お花を届け、一緒に作ろうという事が、お子さんたちの印象が深いらしく、そういう子供達が将来は、家

庭にお花を入れて、潤いのある生活をやって行こうと考えるのでは無いかなと思っています。それが直接、

今回の職業奉仕に繋がるか、どうかという事は問題有りますけれども、私が活動している事をご紹介致し

ました。有難うございました。 

４．ビジター紹介    久保田優子会員 

                                                     

 １０/５（月）第 12回例会  鳳凰東中の間 10/8 振替休会 １０/１５ 第１３回例会予告  PALAZZO 

         「ガバナー公式訪問」                            「子供の絵で地球を塗り替えよう」 

東京麹町ＲＣとの合同例会                      特定非営利活動法人 子供地球基金 

                                   代表 鳥居晴美 

  新入会員 宇田川燿平会員 



５．会長挨拶     大竹章裕会長 

  皆様、こんにちは。今日は更衣、着物は袷となりますが昨日の 

ように暑い日がありますと、単衣にするかまだまだ悩むことになりそうです。 

さて、来週月曜日 10 月 5 日はガバナーの公式訪問を麹町ＲＣとの合同例会で行います。訪問に関して西岡

さんがガバナー補佐、谷井さんが分区幹事として尽力頂いていますので、一人でも多く出席ください。 

と、ここまで会長っぽくポジショントークをいたしました。が、ここからは私の素の疑問をお話しします。 

なんで地区からわざわざ責任者が来るのだろう？地区ってなにか偉いの？今時の言い方をすれば、形式的

な行事とかいらなくね？といった感じです。 

ガバナー(governor)という英語を調べてみました。意味は調速機です。 

そして地区とは、「管理の便宜上結び付けられた、一定の地理的な地域内にあるロータリークラブのグル

ープです。 地区の活動と組織は、個々のクラブがロータリーの目的を推進するのを助けることを唯一の目

的としています。」 

私の家内は昔スーパーのダイエーに勤めていました。有名な中内
なかうち

功
いさお

氏の店舗の視察は大名行列のようだっ

たと言います。同時にダイエーがダメになった直接の引き金はそこにあったとも聞きました。 

ガバナーを祭り上げて、大名行列をやることは都合の悪いことを隠すことにつながります。地区が私たち

クラブの成長を助けてくれるパートナーならば仲人であるガバナーには紀尾井町ＲＣのありのままを見聞

きしてもらいたいと私は思います。せっかくのチャンスです、私たちクラブの成長のために地区との信頼

構築を公式訪問を通じて目指しましょう。 

紀尾井町は大きく脱皮しようとしています。こういうときに大切なのは足下を見据え変えてはならないこ

とを見定めることです。今日はロータリーに精通する新村さんのお話です。私自身しっかり軸を据えてう

かがおうと思います。お話楽しみにしております。 

それでは皆さん、紀尾井町で幸せになりましょう。ビーハッピー！以上で会長挨拶を終わります。 

・米山奨学財団表彰 第１８回米山功労者  金田康男会員 

          第１回米山功労者   松島 寛会員 

・新入会員バッチ授与   宇多川燿平会員 

６．幹事報告     坂田生子幹事 

  ①週報、配布致します。 

②先週もご案内致しましたが、10/5はガバナー公式訪問と 

なります。親クラブで有ります東京麹町ＲＣとの合同例会 

となります。人数を確定致したいために出欠表をお回し致 

しますのでご記入願います。 

又、各委員長の皆様は、13 時 45 分からのクラブ協議会へのご出席をお願い致します。当日、ご都合が

悪い方は副委員長に代理出席をご依頼して下さい。その週の 10/8（木）は振替休会となります。 

当日の会場は鳳凰東中の間になります。お間違いのないようお願い致します。又、例会に於きましては、

各テーブルに 3 名づつお掛け下さい。麹町ＲＣとの友好をはかるため、麹町ＲＣ2 名、当クラブ 3 名、

計 5名のお席とさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

   ③先日(9/29)に千代田 6 クラブ会長幹事会が開催され、会長と共に参加致しました。地区の方針を直接伺

う事が出来まして、凄く学びの多い時間でした。西岡ガバナー補佐、谷井分区幹事、お疲れ様でした。

地区のお話と言うのは中々聞く機会が無いので、今期、地区の委員をされている皆様から、これから当

クラブに於いても発表をお願いしたく、地区の委員会が有った後にご報告を頂きたく宜しくお願い致し

ます。 

    ④本日、例会終了後、第 4回定例理事会を開催致します。役員・理事の皆様はご出席お願い致します。 

７．委員会報告    次年度人事の件     茨田浩之次年度幹事 

  皆様こんにちは。私、次年度幹事を仰せつかっております。次年度の役員人事につきまして、11 月 26 日

に告示を致し、12 月 3 日のクラブ総会に於きましてご承認を頂くという段取りになります。それに先立ち

まして、自薦他薦を問いますので、私又は事務局にお申し出頂きたくどうぞよろしくお願い致します。 

８．ニコニコボックス報告   茨田浩之会員 

９．卓話   「ロータリーと私」      新村敏明会員 
  入会期の問題 

①バブルの破綻 

   ・１９８９年頃より株式下落 

   ・１９９１年頃より土地の価格変化 

   ・１９９２年～１９９３年にかけてバブル破綻 



②ロータリー創立１９９２年４月 

   前年、伯父より麹町の子クラブとして、紀尾井町ロータリークラブ

を立ち上げるので参加するように言われるも、バブルの最中で、売

上はガンガン上がるし、社員も６００名以上居る状態、私は常務で

最先端で働いていた。 

従って、入会を断った。が、祖父も伯父も麹町の会長経験者で断れ

ない。結局、組織を変え、役員を増やし、会議を減らす事で入会し

た。 

③親クラブの意向 

   普通新しいクラブを作るのには、親クラブの人を何名か移籍するか、

経験者が入るものらしいが、フレッシュなクラブを作る為に、経験

者が一切入らないという事でスタートした。これが、後年、大問題

を起こす事になる。知らない内にロータリーに会社的な考えが入っ

て来ていた為であった。 

これは後程お話する。 

「ロータリアンは頼まれたら断るな、絶対に休むな。」と言う言葉が印象的だった。私は２４年間皆勤

でした。 

④1993 年 4 月、国立劇場で認証状伝達式（チャーターナイト）が華やかに開催された。私は受付の責任者

だったので、殆ど見ていない。 

⑤その年の 5 月頃、小林君より「新村さん、あなたは 7 月から職業奉仕委員長になるので、秋のＩＭで講

演をしてほしい」と言われた。 

   何をやるのか知らない。職業奉仕もＩＭも誰も知らない。 

   ・すっかり忘れていた所に 7月頃、四谷ロータリーから電話が入り「新村さん、ＩＭで何を話すんです 

か？」と問われ、「職業奉仕です」と答えたものの知識はゼロです。困った事に仲間は全員素人です。

外部のロータリーに入っている友人のロータリアン 4 名に聞くも「職業奉仕何て、俺は入会して 6 年経

つけど無理だ」と言う。 

麹町の会員を訪問するも職業奉仕は不得意だと、本を１冊渡されるも 2ページしか書いていない。 

    ・そこに当クラブの事務員から芝・増上寺の近くにロータリー文庫が有ることを聞かされ、すぐに行って 

事情を話し、藤倉さんと言う女性が 25000冊の中から職業奉仕の文章を拾ってくれた。コピーは１枚 10 

円でやってくれた。結局、仕事はほったらかして、20回近く通う。 

一方、クラブで仲間を 10 名程集め、コピーを整理して、毎週 10 名にコピーを渡し、30 分間を 4 回開催

し、皆の意見を録音し、それを業者に頼んで、リライトにして貰い、整理して、私なりの文章を作ったが、

どこまで正しいか見当もつかず、父親から多少、ロータリーの知識を得ていた垣見君に助けてもらった。

文章は弁護士の金丸君が名文に直してくれた。内容は新しく出来たクラブがどんな方法で職業奉仕活動に

取り組むかと言う、話にした。 

いよいよ本番、2580 地区 500 名が新宿のホテルに集合。東京クラブの層々たるメンバーが一番前にズラ

リと並ぶ。私の会社は多くの得意先に一部上場の会社が多かったので、東京クラブのメンバーの中に得意

先の社長さん達が、一列目にズラリと並んでおられたのには、まいった。 

仲間に明大弁論部も居て、文章を読まず全部暗記するように言われたが、壇上に立ったら最初の２行以外

は全部忘れて、文章をそのまま読みました。壇を降りて、講師席に座った途端、音が出るほど震えました。 

翌週、親クラブに呼ばれ、大拍手と記念品を貰いましたが、親クラブは指名した四谷クラブに対し、出来

たばかりのクラブに対するイジメだと怒鳴り込んでくれた由。 

それから１０年経った初冬、先輩の田代さんから、例会の後に残るように声が掛かりました。 

待っていると「実は来年の会長は西岡副会長がなることに決まっているが、米国からの帰りの飛行機の中

で心臓の具合いが悪くなったから、君がやってくれ。ロータリーは断れない事を知っているね。尚、幹事

は深尾君で有る」と言い渡されました。 

・３月終り頃、深尾君より電話が有り「どうもロータリーは３００万円以上の大赤字らしい」「え～？」 

・４月になり会長より連絡が有り「すぐ来るように」との事。大赤字は真実だった。 

 意見を問われ、基金が７５０万円有るはずだ。又、会費の値上げを提案するも、先輩より拒否されたと

の事。その後、連絡が無く、結局、ニコニコボックスも本会計に加えて、赤字のまま、会長幹事は退会

してしまった。 

・深尾幹事と連日、相談、これは二人で立て直し出来ない。西岡氏、飯塚君、金田君の 3 名に事情を話し、 

協力を頼んだところ、喜んで引き受けてくれた。 



・条件は、 

 ①会費、入会金が欲しいので増員をして欲しい。 

    ②女性会員を入れたい。 

    ③楽しい会にしたい。会合に奥方を参加させて欲しい。 

    ④ロータリーらしく少しグレートの高い遊びがしたい。これも勉強のためである。 

・飯塚君より「私の所の生徒は少し若く３０代が多いが良いか？」と言われ、アメリカを例に取り、 

アメリカは次期経営者を育てる為に、ロータリーは、人材育成の組織でも有るとうたっている。30代 

も入れている事を文章で読んだのでＯＫを出す。 

・フォーラムを開き、女性会員と若い人を入会させると宣言するも、賛否両論で結局 6名退会する事に 

なり、各人の会社に訪問するも退会の意志は固かった。 

元麹町会長の伯父に相談したところ「ロータリーは絶対に赤字にならない。多分、会社組織と勘違いし

て経費を使ったに違いない。ロータリーは食費やロータリー本部への支払い、事務費でギリギリの費用

しか集めていない。例えロータリーの公用でもロータリアンはそれだけ余裕の有る人の集まりだから自

己負担が当たり前だ」と言われ「それにしても私のクラブも悪い、麹町ＲＣは何を教えていたのだろ

う」と言っていた。調べたら、人にもよるが、大阪のチャーターナイトに出席し、お祝い、ホテル代、

飲食代、クラブ費等、会社と勘違いして、会社で有れば何の不思議も無い経費があちこちに散見され 10

年送ったのでした。 

一方、親クラブと先輩達との間で、合併の話が進んでおり、私はバブルの時に合併されて、悲惨な目に

合っている会社を多数見て来たので、万一、赤字になって、合併する事になったら、赤字は自分で全額

支払って、退会し、合併だけは避けようと考えた。 

私も反対が多い中、かなり強引に進めたが、残念ながら、自分で女性会員と言いながら、一人も集めら

れない。幸い、日刊工業新聞の会長の藤吉さんが主催している女性経営者の会から 7 名の人を紹介して

くれた。（今、残っているのは、江副さんと手島さんで有る） 

飯塚君は、宗田君、宮地さんをはじめ６～７名、江副さん紹介の大西君、私は医師をはじめ、同業を入

れて 4 名。最終的に 20 名近くの入会者が有り、300 万円近くの入会金を得て、黒字にした。又、卓話は

出来るだけクラブ内の人にお願いし、みっともないが外部の人で、2 万円（当時の価格）を受け取らな

さそうな人にお願いした。 

最初は、お年寄りの評判は最悪で「女かよ!!」「あんなガキか!!」 

私は意識して彼らをお年寄りの席に座って貰った。又、新人には２か月間ずつサポートを付けた。 

でも流石、入会した人も経営者で、2 か月後には、皆すっかり仲良くなってしまった。何とお年寄り達

も「悪く無いね。若い連中も良く働くしね。」評判の良い事。一方、親クラブやガバナーからも散々

「潰れるよ」と言われながら、頑として無視した。 

親睦会 

第１回炉辺会は私の自宅に食事付きで音楽会をやることにし、全てご招待した。奥方を同行する事で、

募集したところ、何と 80数名の申し込みが有り、流石に入れないので、2回に分けて開催。 

炉辺会は本来、会長が理事達を自宅に呼んで行う会食で、私は音の響きが良いので、夜間例会に勝手に

炉辺会の文字を使わせて貰った。 

自宅の会合は、第 1回は、志村さん、第 2回目は童謡歌手を呼んだ。 

その後の第 2 回炉辺会は「アルゼンチンタンゴの夕べ」西脇氏に頼んで一ツ橋大学のアルゼンチンタン

ゴ楽団と外人の踊り手 2 名を頼む。会員は、男はタキシードか背広、女性はイブニングドレスかワンピ

ースとした。無論、奥様方も出席してもらった。 

この年の親睦委員長は金田氏で、普通中々行けない、芸者の居る日本座敷や、落語家を呼んで落語会、

ジャズハウス、麹町の高級フランス料理店を一棟貸し切りにして夕食、カニの爪、箱根旅行等、皆大喜

びでした。特に若い人達には勉強になったはずで有る。 

奥方達も積極的に参加してくれました。その上、金田君は、店と交渉し期末にはニコニコボックスに 30

万円近い寄付をしてくれました。 

話が長くなりますからこの辺にしますが、経理はお陰様で何とか黒字になり、ニコニコボックスにも 200

万円程溜まりました。 

翌年、私はＳＡＡに立候補しました。目的は二つ有り、ニコニコボックスと、新人達を多くの人に知って

貰うために、受付に配置しました。 

私は、11 代の会長で、運悪く改革のきっかけを作ることになったが、その後、改革を完成させるために、

私から無理を言って、3人の人に会長を引き受けて貰った。 



12 代会長は、西岡さんですが、この人は経理の大家です。給料の高い事務員に辞めて貰い、今の鈴木さん

をパートの給料で雇い、給料を半分以下にし、正社員以上に働かせ、経理を大黒字にしました。今も鈴木

さんは、年金も保険も自己払いで、何とかしてあげて下さい。 

13代会長は、飯塚君は増員に大いに貢献し、14代会長の金田君は本当にクラブの楽しさを定着させてくれ 

た人です。彼ら 3人の働きがなければ、今のようなクラブにならなかったと心から感謝しています。 

最後にこういうクラブは一寸、気を緩めると株式会社に近づきます。ポールハリスが最も嫌う世界になり

ますので、気を付けて下さい。又、子クラブを作る時は、くれぐれも気を付けて下さい。 

後藤新平の言葉 

「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを求めぬよう」 

９．閉会の辞    大竹章裕会長 

                                                  

１０/1お客様  内田 和也様（東京銀座ＲＣ）  坂本まゆみ様、苑田 譲治様（大竹会長ご友人）   

                                                    

 

【にこにこボックス】             本日の合計 97,000円（34件） 累計 1,122,000円（346件）

江藤 昭子君：本人誕生日。お陰様で無事、今月

80 歳の誕生日を迎える事が出来ま

した。健康で有る事に感謝です。 

原田 尚彦君：本人誕生日。9 月誕生日でした。新

村さん、卓話楽しみにしています。

宇田川さん、ロータリーにようこそ、

一緒に楽しみましょう。 

金丸 精孝君：孫誕生。二人目の孫が誕生しました。

新村さん、話楽しみにしています。 

新村 敏明君：今日は卓話です。いやですね～。 

坂田 生子君：宇田川さん、ご入会おめでとうござ

います。ようこそ紀尾井町ＲＣに!!

新村さん、卓話楽しみにしています。

紀尾井町ＲＣの歴史を知ることが出

来ます。 

今井 千晶君：宇田川さん、入会おめでとうござい

ます!! 

浅見  亨君：宇田川さん、ようこそ！ 

山口 妙子君：宇田川さん、ようこそ！ 

宗田 裕司君：今日は私の入会した時の会長で有る 

       新村さんの卓話です。初心に戻って

聞かせて下さい。 

黒田 善孝君：今年もあと 3 か月、年々、月日の速

さを痛感しています。一日一日を大

切に生きないと!! 

橋本 吉弘君：月曜日は青少年奉仕委員会の懇親会

を開いて頂き、委員長の日高さん、

有難うございました。 

手島 京子君：新村様、本日の卓話楽しみにしてお

ります。宜しくお願い致します。 

石川ヒロ子君：新村さん、本日の卓話楽しみにして

おります。有難うございます。 

谷井  玲君：新村様、今日はとても楽しみです。

よろしくお願いします。 

小島 清治君：新村様、卓話宜しくお願いします。

楽しみです。 

日高 正人君：新村さん、本日卓話宜しくお願いし

ます。 

茨田 浩之君：新村会員、本日の卓話楽しみです。 

金井 繁晴君：新村さんのお話、いつも楽しみです。 

齊藤  学君：新村さん、卓話楽しみにしておりま

す。 

久保田優子君：新村さん、楽しみにしています。 

西岡 孝志君：新村さん、卓話楽しみにしていま 

飯塚 保人君：新村さん、卓話楽しみです。 

今井 宗陽君：新村さん、卓話楽しみです。 

深尾 一郎君：今日の日本酒の会、楽しみです。 

堀内 雅史君：今日も宜しくお願い致します。 

井上 行央君：寸志。  守重 知量君：寸志。 

河合由里子君：寸志。  佐伯美穂英君：寸志。 

小泉  始君：寸志。  渡邉 藍子君：寸志。 

松島  寛君：寸志。 

【米山財団寄付】 

大竹 章裕君：宇田川さん、ようこそわがクラブ

へ!!クラブライフ、共に楽しみまし

ょう。 

岡垣 栄治君：新村さん、卓話大変楽しみにしてま

す。 


