
　皆様、こんにちは。本日は、本来でしたらロータ
リー創立記念日例会として夜の例会にて皆様と
お祝いをする予定でした。今のコロナの状況で

は、なかなか酒席を伴った懇親会が開催することができない事が
大変残念ではあります、是非ご理解頂きたいと思います。
　さて、このロータリー創立記念日は、今から116年前、ポール・ハ
リスがガスターバス・ローア、シルベスター・シール、ハイラムE.ショー
レーの４人を集め、シカゴダウンタウンのビルの一室、ローアの事務
所で初めて会合した日、いわゆるロータリー初のクラブ例会を開い
たとされるのが1905年の２月23日でした。「仲間のあいだで友情
を深めたい」というPハリスの願いの下に集まったこれら４人の会
合は、今日、親睦と奉仕を中心とした国際的組織へと発展したと
いうことになります。今日は、ロータリーの歴史のことならこの人に
聞け、と言われる初瀬パスト会長にロータリー創立記念日にちなん
だ卓話を頂戴致します。後程宜しくお願い致します。
　さて、今月２月はロータリーの月間では「平和と紛争予防／紛
争解決月間」とされています。平和と紛争予防の担い手となる人
材を育てる、若者と対象としたプログラム（ロータリー平和フェロー
シップ）の実施や、ロータリアンによる紛争地域における平和構築
の支援、これらに関連した仕事に従事することを目指すリーダー
のための奨学金支援を強調する月間である、とされています。な
かなか日本にいると世界的なこの問題に直面することはないと思
いますが、今なお世界では紛争や暴力、人権侵害により住む場所
を追われた人は7000万人に及ぶと言われ、その半数が子供たち
のようです。RIではホームページであるマイロータリーを通して、ロ
ータリアンにできる平和貢献活動や奉仕活動について詳しく掲載
されております。機会を見つけて、ご覧頂ければと思います。
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会長挨拶 池田達哉会長

　３月の例会は、まだ未定のところがありますが、
決定次第ご連絡させて頂きます。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　東日本大震災から10年。何か大きなことが起こるとああしておけ
ばよかった、こうしておけばよかった、私のせいで・・・と必ず思ってし
まう。しかし、人は過去には戻れない。「過去の悲しみ」をどう消化
するのか?「過去の喜び」をどう感謝へと繋げるか?その繰り返し
の中で人は成長する。いや、成長しなければいけない。どんな過去
でも、自分の中で過去を肯定できて初めて未来が拓かれると思う。
真の復興は一人ひとりの心の中に。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／50名　欠席／50名
出席率／50％　前回修正率／61.80％
他クラブ出席／1名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございます。
初瀬さん、卓話宜しくお願い致します。

 池田達哉君、佐藤政弘君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　４月４日にYouTube配信で開催します、一切
人は招かず、その代わり生でやるということに決ま

りました。登録料は基本登録の3,000円のみで運営をしていくとい
うことです。翌週の記念ゴルフも中止になっております。

2530地区大会について
神山英司副実行委員長

郡山ロータリークラブパスト会長
初瀬電材㈱ 代表取締役社長
　　　　　  初瀬 照夫君

「ロータリーの黎明期」

　「ロータリーの樹」のポスターパネルが、ロータリーの友１月号に
載りました。県内各地区で、石黒ガバナーが職業奉仕委員長を呼
んでくれと言われるので、いままで10クラブで卓話をしてきました。そ
うしたら「私達は一番興味があるのは自分の商売の繁栄だ。そし
てロータリーに入れば繁盛する。それはどんな人間になれば繁盛・
繁栄するか」このところが結構うけますね。あるときドナルド・カータ
ーがロータリに入ってきます。ドナルド・カーターは、「こんな自分のこ
とだけ考えているロータリーには入らない」と言ったんですね。そし
てポール・ハリスがそれを社会奉仕に持っていくわけです。サービ
スの概念を初めてそこで取り入れます。そのようにポール・ハリスは
寛容の精神で話をしました。これが素晴らしいところです。1908年
に初めてドナルド・カーターは会長になりますけど、その時にチェスリ
ー・ペリーとシェルドンが入ってくるわけです。ここから大変な確執
が起きていくわけです。そういうことが漫画として描いてあります。
福島県は大変ロータリアンが多いです。今2,300人です。山形は
1,600人です。石を投げればロータリアンに当たるというぐらいに多
いです。なんで福島・山形地区は多いのかと考えたんですけど、や
はりポール・ハリスの道徳の考え方、アーモント州のそういう躾とか、
そういうのが大変福島県に合っているんですね。特に相馬は二宮
尊徳さんのところですね。「情けは人の為ならず」と言われてすっと
入ってきますね。私は最近つくづく思うんですけど、浪江に「親父の
小言」というのがあります。あの中に「困っている人には労われ」と
か「拾ったものは身に付けないで届けろ」とか、誠実とか正直と
か、そういうことが身についているのではないかなと思います。だか
ら全国でもロータリーが一番多いですね。「最もよく奉仕する者、最
も多く報われる」これは誰でも何とも思わないですんなり入っていく
のではないでしょうか。私達は知らず知らずのうちに、そういうことを
身に付けているんですね。当然仏教というところもあると思います。

創立記念日卓話

物やお金を与えることが奉仕ではない、そんなことが言われてま
す。そういうのもすんなり私達の方に入って来ているんじゃないかと
思います。
　「ロータリーの理想と友愛」は、米山さんが訳しています。これを
見るとポール・ハリスさんは素晴らしいですね。伝記の各章のところ
に詩が書いてあるんですね。それからこの中に人の紹介が書いて
あります。ハーワード・テーラーの「我が自叙伝」、こちらも一度は読
んでみなくてはいけないと思います。今年度の地区大会はバーチ
ャル.オンラインで開催することになりました。
　２月20日に職業奉仕委員会で、「中学生インターシップ事業」を
開催する事業で、どういう職業を選ぶかを教える機会がありまし
た。講師に郡山信用金庫理事長有馬賢一さん、郡山市小野教育
長さんが話をして頂きました。このことは新しいロータリーの世界が
始まりますねと言う事です。今までは誰々が喋って聞いて終わりで
すよね。ところがYouTubeに載ると、いつでも誰でもみんなが見ら
れるんですね。ですから地区大会でガバナーがお話になるのを
100％みんなが見ることができるし、そこで行われる様々なセミナー
講師のお話し、これは一生聞くことができます。はっきり言って1回
聞いたぐらいでは分からないです。何度も何度も聞きなおすことに
よって、なるほどと分かってくると思います。今年の大河ドラマは「論
語と算盤」です。論語には己を修め、人に交わる日常の教えが書
いてある。青年期は失敗を恐れず、自分を信じた道を突き進むべき
だ。これを読んで行きますと、今年１年間これからどういう風な展開
になっていくのか大変楽しみだと思います。湯浅年度の時に「奉
仕の理念は、忠恕」であり「真心と思いやり」であると話されまし
た。正にその通りで、今年1年間大変勉強になるのではないかと楽
しみにしています。
　ハーバード・テーラーの「我が自叙伝」の中には「真実かどうか、
嘘はないか、みんなに公平か、誰かに不公平ではないのか」という
ことが書いてあります。私達が求めている真実や謙虚は、やはり一
番の根本なんじゃないかと思っています。それは共通の価値観と
いう言葉で言っています。今RCがこんなに人が少なくなったのは、
何故だと思いますか。私は皆さんの共通の価値観がないと思うん
です。やはり自分を磨いていくんだというところが一番大事だと思
います。SDGsというのは盛んに市役所、学校教育でも言われてい
ますが、これはこちらから押し付ける立場であって、子ども達がどう
いう気持ちで勉強していけばいいのか、これからどういう風な生き
方をするのかというのが抜けているんですね。それはやはりロータ
リーで言う自分を磨くということなんです。そして私もロータリー歴20
年になりますが、ロータリーのことはその内分かるという風に言うん
ですね。それはやはり教えられないんですね。自分が体験して、自
分が身に付けるしかないんだと思います。私も長い間何度も申し
上げておりますが、職業奉仕は一生懸命仕事をすることが職業奉
仕だ、そして税金を納めることが世の中の為になるんだと思ってき
ました。そして例会を休む時には、今日は職業奉仕なので休みます
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よと申し上げて来たんですが、やはり職業奉仕というのが奉仕の
理念、思いやりを持って事に当たるという、それが職業奉仕なんで
すね。ですから職業奉仕という言葉の代わりに、奉仕の理念を身
に付けるという風な言葉にした方が、今は世界にも通用するんじゃ
ないかなと思っております。
「This Rotarian age」の中に、「彼等の生い立ちは必ずしも安易
ではなかった。多くは少年時代から働く事を強いられた。愛情の深
い厳格なお父さん、お母さんから希望に満ちた人生観を受けら
れ、その帰結点は有力の地位と社会の尊敬であった。彼等の目標
が両親の希望に沿うこと。その信念に報いること、即ち成功という
ことにおかれたことは、また自然である。同じ両親の人が二人いな
い、成功に向かっての職業上の相互援助が始まった」と書かれて
います。これは30年時に創設に関わった人たちが一堂に会してい
るんですけど、この人たちは成功者です。この原点は相互扶助で
す。このお互いに助け合うということに、サービスを持ち込んだとこ
ろにポール・ハリスのロータリーの発展があるんです。サービスとは
何か。テニスのサーブ、相手がいて初めて相手の要求に応えるこ
とができる。キリスト教のサービス、罪人である人間が神に仕える。
これがいわゆるサービスなんですね。
　ロータリーの目的はやはり奉仕の理念を広めることです。職業を
通じて、それが大きな目的であり、その奉仕の理念というのは思い
やりだということです。それをもう一度確認して頂きたいと思います。
これから私達がこのコロナ禍の中でどうやって生きていくか。そして
何よりも中学生、高校生にどういう風に話すことができるのか、そん
なことを今年1年間また勉強してみたいと思います。

◎喜寿の御祝い、ありがとうございました。 遠藤喜志雄君
◎本日は卓話、宜しくお願い申し上げます。 初瀬照夫君
◎初瀬さんが友人ポール・ハリスとの交流について語るのを、楽し
みに来ました。 湯浅大郎君
◎初瀬さんの卓話を楽しみにして参りました。
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もご相談下さい。 佐藤文和君
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入ってきますね。私は最近つくづく思うんですけど、浪江に「親父の
小言」というのがあります。あの中に「困っている人には労われ」と
か「拾ったものは身に付けないで届けろ」とか、誠実とか正直と
か、そういうことが身についているのではないかなと思います。だか
ら全国でもロータリーが一番多いですね。「最もよく奉仕する者、最
も多く報われる」これは誰でも何とも思わないですんなり入っていく
のではないでしょうか。私達は知らず知らずのうちに、そういうことを
身に付けているんですね。当然仏教というところもあると思います。

創立記念日卓話

物やお金を与えることが奉仕ではない、そんなことが言われてま
す。そういうのもすんなり私達の方に入って来ているんじゃないかと
思います。
　「ロータリーの理想と友愛」は、米山さんが訳しています。これを
見るとポール・ハリスさんは素晴らしいですね。伝記の各章のところ
に詩が書いてあるんですね。それからこの中に人の紹介が書いて
あります。ハーワード・テーラーの「我が自叙伝」、こちらも一度は読
んでみなくてはいけないと思います。今年度の地区大会はバーチ
ャル.オンラインで開催することになりました。
　２月20日に職業奉仕委員会で、「中学生インターシップ事業」を
開催する事業で、どういう職業を選ぶかを教える機会がありまし
た。講師に郡山信用金庫理事長有馬賢一さん、郡山市小野教育
長さんが話をして頂きました。このことは新しいロータリーの世界が
始まりますねと言う事です。今までは誰々が喋って聞いて終わりで
すよね。ところがYouTubeに載ると、いつでも誰でもみんなが見ら
れるんですね。ですから地区大会でガバナーがお話になるのを
100％みんなが見ることができるし、そこで行われる様々なセミナー
講師のお話し、これは一生聞くことができます。はっきり言って1回
聞いたぐらいでは分からないです。何度も何度も聞きなおすことに
よって、なるほどと分かってくると思います。今年の大河ドラマは「論
語と算盤」です。論語には己を修め、人に交わる日常の教えが書
いてある。青年期は失敗を恐れず、自分を信じた道を突き進むべき
だ。これを読んで行きますと、今年１年間これからどういう風な展開
になっていくのか大変楽しみだと思います。湯浅年度の時に「奉
仕の理念は、忠恕」であり「真心と思いやり」であると話されまし
た。正にその通りで、今年1年間大変勉強になるのではないかと楽
しみにしています。
　ハーバード・テーラーの「我が自叙伝」の中には「真実かどうか、
嘘はないか、みんなに公平か、誰かに不公平ではないのか」という
ことが書いてあります。私達が求めている真実や謙虚は、やはり一
番の根本なんじゃないかと思っています。それは共通の価値観と
いう言葉で言っています。今RCがこんなに人が少なくなったのは、
何故だと思いますか。私は皆さんの共通の価値観がないと思うん
です。やはり自分を磨いていくんだというところが一番大事だと思
います。SDGsというのは盛んに市役所、学校教育でも言われてい
ますが、これはこちらから押し付ける立場であって、子ども達がどう
いう気持ちで勉強していけばいいのか、これからどういう風な生き
方をするのかというのが抜けているんですね。それはやはりロータ
リーで言う自分を磨くということなんです。そして私もロータリー歴20
年になりますが、ロータリーのことはその内分かるという風に言うん
ですね。それはやはり教えられないんですね。自分が体験して、自
分が身に付けるしかないんだと思います。私も長い間何度も申し
上げておりますが、職業奉仕は一生懸命仕事をすることが職業奉
仕だ、そして税金を納めることが世の中の為になるんだと思ってき
ました。そして例会を休む時には、今日は職業奉仕なので休みます
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よと申し上げて来たんですが、やはり職業奉仕というのが奉仕の
理念、思いやりを持って事に当たるという、それが職業奉仕なんで
すね。ですから職業奉仕という言葉の代わりに、奉仕の理念を身
に付けるという風な言葉にした方が、今は世界にも通用するんじゃ
ないかなと思っております。
「This Rotarian age」の中に、「彼等の生い立ちは必ずしも安易
ではなかった。多くは少年時代から働く事を強いられた。愛情の深
い厳格なお父さん、お母さんから希望に満ちた人生観を受けら
れ、その帰結点は有力の地位と社会の尊敬であった。彼等の目標
が両親の希望に沿うこと。その信念に報いること、即ち成功という
ことにおかれたことは、また自然である。同じ両親の人が二人いな
い、成功に向かっての職業上の相互援助が始まった」と書かれて
います。これは30年時に創設に関わった人たちが一堂に会してい
るんですけど、この人たちは成功者です。この原点は相互扶助で
す。このお互いに助け合うということに、サービスを持ち込んだとこ
ろにポール・ハリスのロータリーの発展があるんです。サービスとは
何か。テニスのサーブ、相手がいて初めて相手の要求に応えるこ
とができる。キリスト教のサービス、罪人である人間が神に仕える。
これがいわゆるサービスなんですね。
　ロータリーの目的はやはり奉仕の理念を広めることです。職業を
通じて、それが大きな目的であり、その奉仕の理念というのは思い
やりだということです。それをもう一度確認して頂きたいと思います。
これから私達がこのコロナ禍の中でどうやって生きていくか。そして
何よりも中学生、高校生にどういう風に話すことができるのか、そん
なことを今年1年間また勉強してみたいと思います。

◎喜寿の御祝い、ありがとうございました。 遠藤喜志雄君
◎本日は卓話、宜しくお願い申し上げます。 初瀬照夫君
◎初瀬さんが友人ポール・ハリスとの交流について語るのを、楽し
みに来ました。 湯浅大郎君
◎初瀬さんの卓話を楽しみにして参りました。
 遠藤友紀晴君、前田泰彦君、鈴木正晃君
 鈴木淳策君、菅野秀士君、大木勝浩君
 大木勝浩君、橋本謙一君、安倍元雄君
◎地震で被害に遭われた皆様に、お見舞い申し上げます。地震
保険でお困りのことがあれば、東京海上日動の佐藤までなんで
もご相談下さい。 佐藤文和君


