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本日　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

次週　４月24日㈫ 18：30  三翠園

　　　 　８  Ｒ  Ｃ  合  同  夜  間  例  会

第2373回　例会報告／平成30年４月11日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶
　皆さん、こんにちは。先週は休ませていた
だき、寺尾副会長に進行していただきました。
４月３日に松山で会があり、４日は休みをも
らって、朝一路甲子園へ向かいました。坂出
まで行ったとき、会社から電話があり、緊急
事態が起きたので帰ってこいとのこと。泣く
泣く帰ってきました。
　職人がケガをしたようで、職人がケガをし
ているのに、社長が甲子園に野球を見に行く
のは都合が悪いだろうと、常務である家内か
ら呼び戻されました。
　４月９日に、西森さんが高知放送のラジオ
で、おむつバンクのお話をされました。以
前、私は、幼稚園も保育園も行ってないとい
う話をすると、多くの会員の方から反響があ
りました。「実は私も１年しか行ってない」
と か、「 山 の 上 だ っ た か ら 行 っ て な い 」
等々、会長がそうだと心強いという変な励ま
しをいただきました。
　高知新聞の「声のひろば」に、我がふるさ
と池川町（現・仁淀川町）の50年前の話が投
稿されています。50年前を思い出せる方は、
目をつぶって聞いていただきたいと思いま
す。
（新聞記事読み上げ）
　投稿された方は72歳で、私の兄より少し上
の方ですので、私が物心ついたときには、記

事の内容よりもう少し「まし」だったかなと
思います。
　本日の卓話は浦田会員に、「職業奉仕と
ロータリーソング」と題してお話を伺います。
◇親睦委員会より
　野外レクレーションのお知らせです。５月
27日㈰、アサヒビール工場見学とジンギスカ
ン90分食べ放題＆マインドピア別子自由散策
を企画しています。
　８時30分に高知駅北口バスターミナル集
合、費用は、人数にもよりますが１万円程度
の予定。子どもさんの料金は検討して案内し
ます。多くの参加をよろしくお願いします。
◇創立50周年記念事業について
　本日の例会からフラッグを揚げています。
創立50周年の10月８日まであと180日です。
ロゴも決定しましたので、記念誌、式典、懇
親会でも表現されます。みんなで盛り上げて
いきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
◇おむつバンク支援に関して
　４月９日㈪、ＲＫＣラジオの子育て応援団
という番組に出演してきました。おむつバン
クの立ち上がりから、キックオフイベントが
あって支援をさせていただいていること、ま
た今までに行った事業として、ホタルの幼虫
の放流や避難誘導灯の寄贈など、高知東ＲＣ
の西森としてお話をしてきました。大変いい
経験をさせていただきました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣより、2018年７月より2019年６

月まで、例会時間を毎週木曜日12時45分点
鐘に変更します。

・次年度ガバナー公式訪問が７月11日、ガバ
ナー補佐訪問が６月20日になります。これ
に伴い、委員会実績報告が１週早く、６月
６日、13日に行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

も広がり、1930（昭和５）年、神戸での大会
において、奉天のロータリーから日本語の
ロータリーソングを共有しようじゃないかと
いう提案が出され、採択。昭和10年、京都大
会で当時の村田ガバナーがコンテストで選ん
だのが、今日歌われた「奉仕の理想」、２位
は残ってないようですが、３位が「我らの生
業」。
　「奉仕の理想」に関して、私自身、違和感
があるなと思っていたのが「御国に捧げん」
というフレーズ。当時の京都ＲＣの国際派の
前田さんが作詞、東京ＲＣの萩原英一さんが
作曲し、１位に輝いたわけですが、選者の村
田さんが国粋主義者で、１位で採用するには
「世界に」を「御国」に変えないと入選させ
ないと。これは、昭和10年、翌昭和11年には
二・二六事件が起き、当時は軍国主義に走っ
ているという時代背景があり、アメリカから
来た社交クラブが、どういう目で見られてい
たか。その辺を忖度して「御国」にしたので
はないかと思います。

　戦争に突入し、日本は国際ロータリーから
脱退。でも、先輩方のロータリー運動に熱心
な方は、水曜会とか木曜会という形で、潜っ
てロータリー運動をしており、そのときは
「君が代」を歌っていたということで現在に
至っています。
　1949（昭和24）年に国際ロータリーに復
帰。その後、日本のロータリーは発展して
1951年に二つに分かれるにあたり、これから
も友情を確かめ合っていこうと生まれたのが
「手に手つないで」。1953年「それでこそ
ロータリー」。主なテーマは奉仕ですが、歌
詞は一般のロータリアンが作っていますから、
戦前・戦中・戦後にかけてのロータリアン
は、非常に情熱的に活動していたんだなと思
います。
　ロータリーの中心は、やはり職業奉仕の理
想を共有することだと思います。これから
ロータリーソングを歌うときには、そういう
思いを共有して歌っていただければと思いま
す。
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◇出席率報告

 ● 石川　健　先週は休ませていただきまして
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園生活でしたが、送り迎えしてくれた嫁さん
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広報でＲＫＣラジオの子育て応援団に出演し

てきました。４月６日㈮に突然連絡が来て、
準備する時間もなくドキドキしましたが、良
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ます。
◇遅刻・早退　１件

　私が入会して緊張している中、例会が始ま
ると皆さんがざわざわと立って、やおら今日
のようなロータリーソングや童謡を歌い始め
ます。緊張がほぐれると同時に動揺し、ロー
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　ロータリーの本などを読むと、５番目の入
会者であるハリー・ラグルスという人が歌い
始めたとあります。黎明期のロータリーは、
いわゆる異業種の事業主が寄り集まって、親
睦を温めると同時に自分たちの商売をうまく
やるための集まりという、非常にシンプルか
つ合理的な団体でした。その中で、ハリー・
ラグルスはリーダー格で互恵派でした。
　あるとき、弁理士であるドナルド・カータ
ーに入会を勧めるとけんもほろろに断られて
しまう。「自分たちのクラブの中だけで利益
を分かち合うなんて、そんなクラブには入り
たくない。社会に貢献するようなクラブに入
りたい」というカーターの考え方に賛同した
ポール・ハリスは、これから、そんなクラブ
を創ろうとカーターの入会を促した。これが、
いわゆる今でいう社会奉仕派、当時のシカゴ
の町に公衆便所を造るなどの活動をします。
　そんな中で、クラブ内の親睦派と奉仕派が
激しい対立をします。あるとき、ラグルスが
こんな空気が悪いようでは、クラブが割れる
ということで当時の流行歌を歌いはじめ、一
遍にクラブが和んだ。これがきっかけになっ
て、シカゴクラブは毎回例会のときに歌をう

たうことが慣例となり、その風習が今も世界
のロータリーに広がっているということです。
　ロータリーソングの一つ「四つのテスト」
の由来について。1954－55年度のＲＩ会長を
務めたハーバート・Ｊ・テーラーが、会長に
なる20年ほど前、アルミニュウムの調理器具
会社が大きな借金を抱えて、ハーバートのと
ころに会社の再建を頼みに来た。引き受ける
にあたっては自分の考えどおりにすることを
約束させて、会社の指標を作ったのが、この
四つだった。日本では、東京ＲＣの本田親男
さんが翻訳、相模原南ＲＣの水原さんが作曲
して今のロータリーソングに至っています。
　日本のロータリアンは、この四つのテスト
を処世訓のように感じるわけですが、実は違
うという説があります。
　真実かどうか…これは経営再建のための誇
大広告なんかやめようじゃないか。正直でな
ければいけない。
　みんなに公平か…みんなではなく、関係す
る人たち、取引先、社員などが公正に取引を
しているか。
　好意と友情を深めるか…商売上、信用を高
めて取引先との関係をよくしているか。
　みんなのためになるかどうか…関係者みん
なに、利益を与えているか。
　まさに、会社経営の訓示であるということ
です。
　日本でロータリーができた当時は、ロータ
リーソングもアメリカから輸入して歌ってい
たそうですが、その後、日本のロータリーに
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
６月６日㈬　定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　委員会活動実績報告
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ蚤の市のワンコ」
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　戦争に突入し、日本は国際ロータリーから
脱退。でも、先輩方のロータリー運動に熱心
な方は、水曜会とか木曜会という形で、潜っ
てロータリー運動をしており、そのときは
「君が代」を歌っていたということで現在に
至っています。
　1949（昭和24）年に国際ロータリーに復
帰。その後、日本のロータリーは発展して
1951年に二つに分かれるにあたり、これから
も友情を確かめ合っていこうと生まれたのが
「手に手つないで」。1953年「それでこそ
ロータリー」。主なテーマは奉仕ですが、歌
詞は一般のロータリアンが作っていますから、
戦前・戦中・戦後にかけてのロータリアン
は、非常に情熱的に活動していたんだなと思
います。
　ロータリーの中心は、やはり職業奉仕の理
想を共有することだと思います。これから
ロータリーソングを歌うときには、そういう
思いを共有して歌っていただければと思いま
す。

● ニコニコ箱 ●
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４月11日
今期の累計

「職業奉仕と
　　　　ロータリーソング」

◇会員スピーチ 職業奉仕委員会  浦田　健治 会員

◇出席率報告

 ● 石川　健　先週は休ませていただきまして
ありがとうございました。
 ● 土居祐三　昨晩はクラブ協議会お疲れ様で
した。次年度の準備が着々と進んでいます。
ちょっとさびしい。
 ● 柳澤光秋　14、21日は新居浜、15日は高松、
28、29、30日は信州です。
 ● 松本隆之　昨日は第１回クラブ協議会にご
出席いただいた皆さまありがとうございまし
た。次年度もよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　月曜日、息子が無事に小学校へ
入学しました。長女から数えて10年間の保育
園生活でしたが、送り迎えしてくれた嫁さん
に感謝です。
 ● 西森やよい　４月９日㈪におむつバンクの
広報でＲＫＣラジオの子育て応援団に出演し

てきました。４月６日㈮に突然連絡が来て、
準備する時間もなくドキドキしましたが、良
い経験をさせていただきました。
 ● 鬼田知明　長期欠席のお詫び。委員会の皆
さま、ご迷惑をかけ申しわけありませんでし
た。
 ● 猿田隆夫　昨日の第１回クラブ協議会、職
業奉仕委員会福岡副委員長さん、代理出席あ
りがとうございました。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただきま
してありがとうございました。これからも楽
しくロータリーソングを歌いましょう。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
昨日のクラブ協議会、土居さんありがとうご
ざいました。福岡さん、ごちそうさまでした。
 ● 前川美智子　お父ちゃん（夫）のお誕生日
祝いありがとうございました。１日遅れでプ
レゼントします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。
◇遅刻・早退　１件

　私が入会して緊張している中、例会が始ま
ると皆さんがざわざわと立って、やおら今日
のようなロータリーソングや童謡を歌い始め
ます。緊張がほぐれると同時に動揺し、ロー
タリーは非常にお堅いところだというイメー
ジでしたので、誰が歌い始めたのかと興味が
湧きました。
　ロータリーの本などを読むと、５番目の入
会者であるハリー・ラグルスという人が歌い
始めたとあります。黎明期のロータリーは、
いわゆる異業種の事業主が寄り集まって、親
睦を温めると同時に自分たちの商売をうまく
やるための集まりという、非常にシンプルか
つ合理的な団体でした。その中で、ハリー・
ラグルスはリーダー格で互恵派でした。
　あるとき、弁理士であるドナルド・カータ
ーに入会を勧めるとけんもほろろに断られて
しまう。「自分たちのクラブの中だけで利益
を分かち合うなんて、そんなクラブには入り
たくない。社会に貢献するようなクラブに入
りたい」というカーターの考え方に賛同した
ポール・ハリスは、これから、そんなクラブ
を創ろうとカーターの入会を促した。これが、
いわゆる今でいう社会奉仕派、当時のシカゴ
の町に公衆便所を造るなどの活動をします。
　そんな中で、クラブ内の親睦派と奉仕派が
激しい対立をします。あるとき、ラグルスが
こんな空気が悪いようでは、クラブが割れる
ということで当時の流行歌を歌いはじめ、一
遍にクラブが和んだ。これがきっかけになっ
て、シカゴクラブは毎回例会のときに歌をう

たうことが慣例となり、その風習が今も世界
のロータリーに広がっているということです。
　ロータリーソングの一つ「四つのテスト」
の由来について。1954－55年度のＲＩ会長を
務めたハーバート・Ｊ・テーラーが、会長に
なる20年ほど前、アルミニュウムの調理器具
会社が大きな借金を抱えて、ハーバートのと
ころに会社の再建を頼みに来た。引き受ける
にあたっては自分の考えどおりにすることを
約束させて、会社の指標を作ったのが、この
四つだった。日本では、東京ＲＣの本田親男
さんが翻訳、相模原南ＲＣの水原さんが作曲
して今のロータリーソングに至っています。
　日本のロータリアンは、この四つのテスト
を処世訓のように感じるわけですが、実は違
うという説があります。
　真実かどうか…これは経営再建のための誇
大広告なんかやめようじゃないか。正直でな
ければいけない。
　みんなに公平か…みんなではなく、関係す
る人たち、取引先、社員などが公正に取引を
しているか。
　好意と友情を深めるか…商売上、信用を高
めて取引先との関係をよくしているか。
　みんなのためになるかどうか…関係者みん
なに、利益を与えているか。
　まさに、会社経営の訓示であるということ
です。
　日本でロータリーができた当時は、ロータ
リーソングもアメリカから輸入して歌ってい
たそうですが、その後、日本のロータリーに

４月11日

３月28日

総数
－7 56
－7 56

出席
38
37

欠席
5
0

メイク
アップ HC出席率

67.86％

66.07％

出席率
89.80％

100％

6
12

■高知東ＲＣ当面の日程
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
６月６日㈬　定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　委員会活動実績報告
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ蚤の市のワンコ」

事務局・河野さん
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本日　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

次週　４月24日㈫ 18：30  三翠園

　　　 　８  Ｒ  Ｃ  合  同  夜  間  例  会

第2373回　例会報告／平成30年４月11日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶
　皆さん、こんにちは。先週は休ませていた
だき、寺尾副会長に進行していただきました。
４月３日に松山で会があり、４日は休みをも
らって、朝一路甲子園へ向かいました。坂出
まで行ったとき、会社から電話があり、緊急
事態が起きたので帰ってこいとのこと。泣く
泣く帰ってきました。
　職人がケガをしたようで、職人がケガをし
ているのに、社長が甲子園に野球を見に行く
のは都合が悪いだろうと、常務である家内か
ら呼び戻されました。
　４月９日に、西森さんが高知放送のラジオ
で、おむつバンクのお話をされました。以
前、私は、幼稚園も保育園も行ってないとい
う話をすると、多くの会員の方から反響があ
りました。「実は私も１年しか行ってない」
と か、「 山 の 上 だ っ た か ら 行 っ て な い 」
等々、会長がそうだと心強いという変な励ま
しをいただきました。
　高知新聞の「声のひろば」に、我がふるさ
と池川町（現・仁淀川町）の50年前の話が投
稿されています。50年前を思い出せる方は、
目をつぶって聞いていただきたいと思いま
す。
（新聞記事読み上げ）
　投稿された方は72歳で、私の兄より少し上
の方ですので、私が物心ついたときには、記

事の内容よりもう少し「まし」だったかなと
思います。
　本日の卓話は浦田会員に、「職業奉仕と
ロータリーソング」と題してお話を伺います。
◇親睦委員会より
　野外レクレーションのお知らせです。５月
27日㈰、アサヒビール工場見学とジンギスカ
ン90分食べ放題＆マインドピア別子自由散策
を企画しています。
　８時30分に高知駅北口バスターミナル集
合、費用は、人数にもよりますが１万円程度
の予定。子どもさんの料金は検討して案内し
ます。多くの参加をよろしくお願いします。
◇創立50周年記念事業について
　本日の例会からフラッグを揚げています。
創立50周年の10月８日まであと180日です。
ロゴも決定しましたので、記念誌、式典、懇
親会でも表現されます。みんなで盛り上げて
いきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
◇おむつバンク支援に関して
　４月９日㈪、ＲＫＣラジオの子育て応援団
という番組に出演してきました。おむつバン
クの立ち上がりから、キックオフイベントが
あって支援をさせていただいていること、ま
た今までに行った事業として、ホタルの幼虫
の放流や避難誘導灯の寄贈など、高知東ＲＣ
の西森としてお話をしてきました。大変いい
経験をさせていただきました。
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◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣより、2018年７月より2019年６

月まで、例会時間を毎週木曜日12時45分点
鐘に変更します。

・次年度ガバナー公式訪問が７月11日、ガバ
ナー補佐訪問が６月20日になります。これ
に伴い、委員会実績報告が１週早く、６月
６日、13日に行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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なる20年ほど前、アルミニュウムの調理器具
会社が大きな借金を抱えて、ハーバートのと
ころに会社の再建を頼みに来た。引き受ける
にあたっては自分の考えどおりにすることを
約束させて、会社の指標を作ったのが、この
四つだった。日本では、東京ＲＣの本田親男
さんが翻訳、相模原南ＲＣの水原さんが作曲
して今のロータリーソングに至っています。
　日本のロータリアンは、この四つのテスト
を処世訓のように感じるわけですが、実は違
うという説があります。
　真実かどうか…これは経営再建のための誇
大広告なんかやめようじゃないか。正直でな
ければいけない。
　みんなに公平か…みんなではなく、関係す
る人たち、取引先、社員などが公正に取引を
しているか。
　好意と友情を深めるか…商売上、信用を高
めて取引先との関係をよくしているか。
　みんなのためになるかどうか…関係者みん
なに、利益を与えているか。
　まさに、会社経営の訓示であるということ
です。
　日本でロータリーができた当時は、ロータ
リーソングもアメリカから輸入して歌ってい
たそうですが、その後、日本のロータリーに
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
６月６日㈬　定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　委員会活動実績報告
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

事務局・河野さん
「フィレンツェ蚤の市のワンコ」

事務局・河野さん
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本日　４月18日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「今どきのドローン」

泉測量登記事務所  所長 泉　　清博 氏

次週　４月24日㈫ 18：30  三翠園

　　　 　８  Ｒ  Ｃ  合  同  夜  間  例  会

第2373回　例会報告／平成30年４月11日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」　
◇会　長　挨　拶
　皆さん、こんにちは。先週は休ませていた
だき、寺尾副会長に進行していただきました。
４月３日に松山で会があり、４日は休みをも
らって、朝一路甲子園へ向かいました。坂出
まで行ったとき、会社から電話があり、緊急
事態が起きたので帰ってこいとのこと。泣く
泣く帰ってきました。
　職人がケガをしたようで、職人がケガをし
ているのに、社長が甲子園に野球を見に行く
のは都合が悪いだろうと、常務である家内か
ら呼び戻されました。
　４月９日に、西森さんが高知放送のラジオ
で、おむつバンクのお話をされました。以
前、私は、幼稚園も保育園も行ってないとい
う話をすると、多くの会員の方から反響があ
りました。「実は私も１年しか行ってない」
と か、「 山 の 上 だ っ た か ら 行 っ て な い 」
等々、会長がそうだと心強いという変な励ま
しをいただきました。
　高知新聞の「声のひろば」に、我がふるさ
と池川町（現・仁淀川町）の50年前の話が投
稿されています。50年前を思い出せる方は、
目をつぶって聞いていただきたいと思いま
す。
（新聞記事読み上げ）
　投稿された方は72歳で、私の兄より少し上
の方ですので、私が物心ついたときには、記

事の内容よりもう少し「まし」だったかなと
思います。
　本日の卓話は浦田会員に、「職業奉仕と
ロータリーソング」と題してお話を伺います。
◇親睦委員会より
　野外レクレーションのお知らせです。５月
27日㈰、アサヒビール工場見学とジンギスカ
ン90分食べ放題＆マインドピア別子自由散策
を企画しています。
　８時30分に高知駅北口バスターミナル集
合、費用は、人数にもよりますが１万円程度
の予定。子どもさんの料金は検討して案内し
ます。多くの参加をよろしくお願いします。
◇創立50周年記念事業について
　本日の例会からフラッグを揚げています。
創立50周年の10月８日まであと180日です。
ロゴも決定しましたので、記念誌、式典、懇
親会でも表現されます。みんなで盛り上げて
いきたいと思いますので、よろしくお願いし
ます。
◇おむつバンク支援に関して
　４月９日㈪、ＲＫＣラジオの子育て応援団
という番組に出演してきました。おむつバン
クの立ち上がりから、キックオフイベントが
あって支援をさせていただいていること、ま
た今までに行った事業として、ホタルの幼虫
の放流や避難誘導灯の寄贈など、高知東ＲＣ
の西森としてお話をしてきました。大変いい
経験をさせていただきました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇幹　事　報　告
・新居浜ＲＣより、2018年７月より2019年６

月まで、例会時間を毎週木曜日12時45分点
鐘に変更します。

・次年度ガバナー公式訪問が７月11日、ガバ
ナー補佐訪問が６月20日になります。これ
に伴い、委員会実績報告が１週早く、６月
６日、13日に行います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

も広がり、1930（昭和５）年、神戸での大会
において、奉天のロータリーから日本語の
ロータリーソングを共有しようじゃないかと
いう提案が出され、採択。昭和10年、京都大
会で当時の村田ガバナーがコンテストで選ん
だのが、今日歌われた「奉仕の理想」、２位
は残ってないようですが、３位が「我らの生
業」。
　「奉仕の理想」に関して、私自身、違和感
があるなと思っていたのが「御国に捧げん」
というフレーズ。当時の京都ＲＣの国際派の
前田さんが作詞、東京ＲＣの萩原英一さんが
作曲し、１位に輝いたわけですが、選者の村
田さんが国粋主義者で、１位で採用するには
「世界に」を「御国」に変えないと入選させ
ないと。これは、昭和10年、翌昭和11年には
二・二六事件が起き、当時は軍国主義に走っ
ているという時代背景があり、アメリカから
来た社交クラブが、どういう目で見られてい
たか。その辺を忖度して「御国」にしたので
はないかと思います。

　戦争に突入し、日本は国際ロータリーから
脱退。でも、先輩方のロータリー運動に熱心
な方は、水曜会とか木曜会という形で、潜っ
てロータリー運動をしており、そのときは
「君が代」を歌っていたということで現在に
至っています。
　1949（昭和24）年に国際ロータリーに復
帰。その後、日本のロータリーは発展して
1951年に二つに分かれるにあたり、これから
も友情を確かめ合っていこうと生まれたのが
「手に手つないで」。1953年「それでこそ
ロータリー」。主なテーマは奉仕ですが、歌
詞は一般のロータリアンが作っていますから、
戦前・戦中・戦後にかけてのロータリアン
は、非常に情熱的に活動していたんだなと思
います。
　ロータリーの中心は、やはり職業奉仕の理
想を共有することだと思います。これから
ロータリーソングを歌うときには、そういう
思いを共有して歌っていただければと思いま
す。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,487,040円

25,750円

1,512,790円

15,495円

50円

15,545円

1,502,535円

25,800円

1,528,335円

チビニコ 合　計

４月11日
今期の累計

「職業奉仕と
　　　　ロータリーソング」

◇会員スピーチ 職業奉仕委員会  浦田　健治 会員

◇出席率報告

 ● 石川　健　先週は休ませていただきまして
ありがとうございました。
 ● 土居祐三　昨晩はクラブ協議会お疲れ様で
した。次年度の準備が着々と進んでいます。
ちょっとさびしい。
 ● 柳澤光秋　14、21日は新居浜、15日は高松、
28、29、30日は信州です。
 ● 松本隆之　昨日は第１回クラブ協議会にご
出席いただいた皆さまありがとうございまし
た。次年度もよろしくお願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　月曜日、息子が無事に小学校へ
入学しました。長女から数えて10年間の保育
園生活でしたが、送り迎えしてくれた嫁さん
に感謝です。
 ● 西森やよい　４月９日㈪におむつバンクの
広報でＲＫＣラジオの子育て応援団に出演し

てきました。４月６日㈮に突然連絡が来て、
準備する時間もなくドキドキしましたが、良
い経験をさせていただきました。
 ● 鬼田知明　長期欠席のお詫び。委員会の皆
さま、ご迷惑をかけ申しわけありませんでし
た。
 ● 猿田隆夫　昨日の第１回クラブ協議会、職
業奉仕委員会福岡副委員長さん、代理出席あ
りがとうございました。
 ● 浦田健治　本日は卓話の機会をいただきま
してありがとうございました。これからも楽
しくロータリーソングを歌いましょう。
 ● 山村一正　入会記念ありがとうございます。
昨日のクラブ協議会、土居さんありがとうご
ざいました。福岡さん、ごちそうさまでした。
 ● 前川美智子　お父ちゃん（夫）のお誕生日
祝いありがとうございました。１日遅れでプ
レゼントします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。来週もよろしくお願いし
ます。
◇遅刻・早退　１件

　私が入会して緊張している中、例会が始ま
ると皆さんがざわざわと立って、やおら今日
のようなロータリーソングや童謡を歌い始め
ます。緊張がほぐれると同時に動揺し、ロー
タリーは非常にお堅いところだというイメー
ジでしたので、誰が歌い始めたのかと興味が
湧きました。
　ロータリーの本などを読むと、５番目の入
会者であるハリー・ラグルスという人が歌い
始めたとあります。黎明期のロータリーは、
いわゆる異業種の事業主が寄り集まって、親
睦を温めると同時に自分たちの商売をうまく
やるための集まりという、非常にシンプルか
つ合理的な団体でした。その中で、ハリー・
ラグルスはリーダー格で互恵派でした。
　あるとき、弁理士であるドナルド・カータ
ーに入会を勧めるとけんもほろろに断られて
しまう。「自分たちのクラブの中だけで利益
を分かち合うなんて、そんなクラブには入り
たくない。社会に貢献するようなクラブに入
りたい」というカーターの考え方に賛同した
ポール・ハリスは、これから、そんなクラブ
を創ろうとカーターの入会を促した。これが、
いわゆる今でいう社会奉仕派、当時のシカゴ
の町に公衆便所を造るなどの活動をします。
　そんな中で、クラブ内の親睦派と奉仕派が
激しい対立をします。あるとき、ラグルスが
こんな空気が悪いようでは、クラブが割れる
ということで当時の流行歌を歌いはじめ、一
遍にクラブが和んだ。これがきっかけになっ
て、シカゴクラブは毎回例会のときに歌をう

たうことが慣例となり、その風習が今も世界
のロータリーに広がっているということです。
　ロータリーソングの一つ「四つのテスト」
の由来について。1954－55年度のＲＩ会長を
務めたハーバート・Ｊ・テーラーが、会長に
なる20年ほど前、アルミニュウムの調理器具
会社が大きな借金を抱えて、ハーバートのと
ころに会社の再建を頼みに来た。引き受ける
にあたっては自分の考えどおりにすることを
約束させて、会社の指標を作ったのが、この
四つだった。日本では、東京ＲＣの本田親男
さんが翻訳、相模原南ＲＣの水原さんが作曲
して今のロータリーソングに至っています。
　日本のロータリアンは、この四つのテスト
を処世訓のように感じるわけですが、実は違
うという説があります。
　真実かどうか…これは経営再建のための誇
大広告なんかやめようじゃないか。正直でな
ければいけない。
　みんなに公平か…みんなではなく、関係す
る人たち、取引先、社員などが公正に取引を
しているか。
　好意と友情を深めるか…商売上、信用を高
めて取引先との関係をよくしているか。
　みんなのためになるかどうか…関係者みん
なに、利益を与えているか。
　まさに、会社経営の訓示であるということ
です。
　日本でロータリーができた当時は、ロータ
リーソングもアメリカから輸入して歌ってい
たそうですが、その後、日本のロータリーに
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会
６月６日㈬　定例理事会
６月13日㈬　委員会活動実績報告
６月20日㈬　委員会活動実績報告
６月27日㈬　最終夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日

事務局・河野さん
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