
　今日は２月11日にIM、zoomでやることになって
おります。今回のIMは学友がテーマになっており
ます。皆様が長年ロータリー財団に寄付をされてき
て、そして様々な奉仕活動をして参りましたけれども、人を育てると
いう奉仕に関してロータリーは大変力を入れております。学友の吉
田弘樹さんがウィーンに留学し研鑽を積んでおります、今回その吉
田さんが昨年生まれたばかりの郡山交響楽団と共演することにな
りました。３月５日郡山市民文化センター中ホールで行います。ご支
援を宜しくお願い致します。

中央分区ガバナー補佐　鈴木美恵子 君

　皆様、こんにちは。まずお客様がいらっしゃって
いますので、ご紹介致します。中央分区ガバナー
補佐の鈴木美恵子さん、福島グローバルRCのメ
ンバーの方です。もうひと方が郡山交響楽団のリーダー、長谷川
弘樹様です。昨日の午前中にメール或いはファックスで文章が入
ったかと思いますが、去る１月17日にコロナの関係で緊急の役員
理事会を文書決議にてやらせて頂きました。第2530地区から文
書が入っておりまして、地区としての飲食等を伴う会合は全て中
止、そして地区主催の行事は全てオンラインで開催ということにな
りました。
　来週の職場訪問の移動例会は中止・休会とさせて頂きました。
夜の例会ということで飲食を伴うというのが一つと、職場訪問とい
うことで笹の川酒造様にご迷惑を掛けられないというのが大きい
二つの理由です。今日の発表では県内の新規感染者105名、郡
山市は14名、病床使用率が30.9％で、それを受けて内堀知事も
まん延防止の要請を国に出すということで、福島県がまん延防止
適用措置になれば自動的に郡山RCの例会も休会とさせて頂くこ
とをご容赦頂きたいと思います。何時までという部分は、県の発表
を待って即座に皆様にファックス或いはメールで文書を流したいと
思います。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　本日も例会へのご出席、ありがとうございま
す。初瀬照夫さん、今日は卓話を宜しくお願い致
します。

幹事報告 阿部充宏 幹事

総員／98名　出席／51名　欠席／47名
出席率／52.04％　前回修正率／55.81％
他クラブ出席／1名

出席報告 佐藤　聡 出席委員長

　昨年末に、私とノア楽器社長の五十嵐さんの
二人で郡山交響楽団を立ち上げさせて頂きまし
た。立ち上げに当たって多くの人に「おめでとう」
と言って頂いた反面、「オーケストラを作るのは難しいよ、理想論
だよ」とも言われてました。ただ私が思うのが、「あったらいいな」と
いう一言が世の中の始まりだったなと思うんですね。郡山交響楽
団も楽都こおりやまをもっと良くして行こう、本物の楽都にして行こ
う、これが私達の夢です。この夢に本当に沢山の人の協力が必
要です。皆様のご支援お待ちしております。宜しくお願いします。

郡山交響楽団 代表　長谷川弘樹 様

　ここ何カ月か会員増強委員会から、是非新会
員候補者のご推薦をお願いしておりますが、実は
RI会長が、お一人がお一人ずつお誘いしましょうよということで
す。現在98名ですので、いち早く100名復帰そして105名程度に
会員を増やすことができればいいかなと思ってますが、その為に
是非新会員の候補者、郡山RCに相応しい方々のご推薦をお願
いしたいと思います。

会員増強委員会
石黒秀司 委員

◎前期お世話になりました。後期もお世話になり
ます。宜しくお願いします。IMお世話になりま
す。郡山交響楽団学友吉田昂城さん、共演コンサートご支援
宜しくお願いします。

 中央分区ガバナー補佐　鈴木美恵子君
◎鈴木ガバナー補佐、郡山交響楽団の長谷川様、ようこそ。来週
からの例会、休会になるかと思いますが、皆様お身体を大切に
して下さい。 福島佳之君、阿部充宏君
◎鈴木美恵子様、長谷川様を歓迎して。初瀬さん、ちゃんと聞い
ていますので、宜しくお願い致します。 鈴木淳策君
◎初瀬さんの卓話、楽しみにしております。
 幕田宙晃君、大木勝浩君、高橋孝行君
 菅野秀士君、橋本　勝君、阿部充正君
◎素敵な誕生日プレゼント、いつもありがとうございます!
 二瓶健一君
◎本日は貴重なお時間を頂きまして、ありがとうございます。
 初瀬照夫君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
阿部和博 委員

　本日はパスト会長の初瀬照夫さんの会員卓話
になります。2530地区に於いては職業奉仕委員
長をお務め頂いている初瀬さんから、職業奉仕に関わる貴重な
お話が聞けるものと思っております。

プログラム紹介
山口　仁 プログラム副委員長

「自己紹介」
　オリックス㈱郡山支店
　　　　　 支店長　鈴木　淳君

次 回 第23回例会
令和4年3月3日㈭

会員卓話

会員卓話

初瀬電材㈱
　　　  代表取締役 初瀬照夫君

「職業奉仕とは職業を通して
　　   自分を磨くことである」

　私は「職業奉仕とは職業を通して自分を磨くことである」と考えてお
ります。職業奉仕については、利益を出して税金を納めるんだという
考えの方もおりますし、雇用なんだという方もいらっしゃいます。それぞ
れの職業奉仕でいいと思います。
　阿久津パストガバナーがこんな話をしました。スイスの片田舎のお
話で、小川でお婆ちゃんが羊の皮を洗っています、脇を牧師さんが通
り、このお婆ちゃんは「毎週教会に行ってるけど、私は牧師さんの話は
全然覚えていない。聞いては忘れ、聞いては忘れ。しかし私はそれで
いいと思います」神父さん、この籠の中を見て下さい」と言いました。
水に洗われてどんどん綺麗になって行くんだ。私も神父さんの話を聞
いて心が段々綺麗になってきていると思います」。この話はロータリー
の例会の話と思いませんか。ロータリーのことは教えられない。自分で
経験して体験して身に付ける。ロータリーの樹。ロータリーとは品格で
ある。郡山RCでこういう風に教えられておりますね。職業奉仕とは職
業を通して自分を磨くことである。どこに書いてあるのかというと、ロー
タリーの目的の序文に書いてあります。「ロータリーの目的は意義ある
事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。今か
ら100年前、1922年ロサンゼルス大会で「ロータリーの目的」は６条で
した。「1.すべての意義ある事業の基礎としての奉仕の理念」と書い
てありました。私達の先輩は気がついたんですね。ロータリーで一番
大事なことは、人生で大事なことはここだ、奉仕の理念だったというこ
とに気がついたんですね。「奉仕の理念」の意味は、実は人にしても
らいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい、これが奉仕の
理念だと書いてあります。私は郡山二中に行きました。思いやりや優し
さを身につけなさいと書いてあります。私達は小学校・中学校を通じて
そういう教育の中にいるんです。ですから自然と人に親切にしてやっ
たり優しくしてやると嬉しい、自分にも返って来るみたいな気持ちがあ
るんですね。そして教育基本法の第１条に「教育の目的は人格の形
成である」と書いてあります。ロータリーの目的、自分の人生の目的、同
じじゃないですか。私は会社で「仕事を通じて自分を磨くんだ。数字は
あとからついてくる」と言っています。結構これは社員は聞きますよね。
私共のお客さんは創業者の方が大変多いですが、創業者と二代目・
三代目は全然違いますよね。やっぱり裸一貫から始めた人と、下地が
ある人では全然違います。日本の教育は一生懸命勉強して良い大
学に入り、そして良い所に就職すれば幸せになりますよという、そういう
教育なんですね。ですから小学６年生に聞くと「お金持ちになりたい」
と言うそうです。戦前はいかがですか。なりたいのは「兵隊さん」です。
ですから明治時代から、自分の目的、国家の目的、仕事の目的、みん
な一緒だったんですよね。そういうところから行くとロータリーで自分の
目的をみんな一緒にすれば、また違った世の中が開けてくるんじゃな
いかなと思うんです。そんなことで私はこれからはロータリーの時代だ
と思っています。米山さんは「奉仕の理想と友愛」と訳しましたが、本

当はポール・ハリスはこういう風に言いたかったと思います。本年度の
シェカール・メーターさんは「今年はみんなの人生を豊かにしていこう
ではありませんか？」「奉仕は自分が地球上に占める空間への家賃で
ある」と言っています。四つのテスト、何で？がないのか。ハーバード・テ
ーラーの自叙伝、手島知健さんが書いてあります。始め四つのテストを
聞いた時に、「真実かどうか」何を言っているのかなと思いますよね。
嘘はないかということですよね。こういう風に後ろに続いているんだと
見て頂きたいと思います。「奉仕こそ我がつとめ」、これは職業奉仕を
やる人は必ず読みなさいと言われてきました。パーシーホジソンは
1949-50年のRI会長です。この年からRIのテーマが始まりました。私
達は物を買う時に競争の中で安く買いたいと思います。ですから競争
は無くならないんです。こういうことからRCには業界の社会的地位を
上げることが大事なんだということが含まれているんですね。社会的
地位が低いと逃げられるんです。「バッチは見ている」福島南RC佐
藤佶さんです。バッチを着けているということは、一つの資格試験に合
格したことである。これは私が入会する時に大原先生から教えて頂き
ました。「このバッチは、常に私の行動を物言わず見ており監視してい
るのであります」と書いています。私達のバッチは正直で率直で思い
やりがあって、そして信用に値する人間ですよということをバッチは表
しているんです。四つのテストも同じことを表しています。この会社は信
用に値する会社ですよ、そしてそれを会社に掲げなさいと言っていま
す。ロータリーは会長に始まって会長に終わると思います。ロータリー
の役職の拝命の意味ですが、ロータリーはあなたが未熟であることを
認めています。しかしあなたが皆さんの期待に応える為にベストを尽く
すことを確信しているということです。ロータリーはお米研ぎです。お米
は私達、かき混ぜるのは会員の模範であり目標である会長であり、ク
ラブのルールです。会員同士が擦れ合って研ぎ澄まされて綺麗な米
になっていきます。立派なロータリアン、真の魅力のあるロータリアンと
は何でしょう。私は智、情、意を会得した人だと思います。「智」ロータリ
ーを理解して自分の言葉でロータリーを語れる人。「情」コロナ禍で判
りましたね。「自分だけがいいなんてことはないんですね。みんなが良く
なって初めて自分が良くなる。自分は後なんだ」という人の痛みが分
かる豊かな感性をお持ちの方。「意」ロータリー精神を広めてゆくこと
が幸せの道であると強い意志で実践しようとする方です。私の感銘し
ている文章は決議23-34、手続要覧、大連クラブのロータリー宣言の
第４条です。みんなが良くなって初めて自分が良くなる。自分は後なん
だという個人的な誤見を申し上げました。
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「職業奉仕とは職業を通して
　　   自分を磨くことである」

　私は「職業奉仕とは職業を通して自分を磨くことである」と考えてお
ります。職業奉仕については、利益を出して税金を納めるんだという
考えの方もおりますし、雇用なんだという方もいらっしゃいます。それぞ
れの職業奉仕でいいと思います。
　阿久津パストガバナーがこんな話をしました。スイスの片田舎のお
話で、小川でお婆ちゃんが羊の皮を洗っています、脇を牧師さんが通
り、このお婆ちゃんは「毎週教会に行ってるけど、私は牧師さんの話は
全然覚えていない。聞いては忘れ、聞いては忘れ。しかし私はそれで
いいと思います」神父さん、この籠の中を見て下さい」と言いました。
水に洗われてどんどん綺麗になって行くんだ。私も神父さんの話を聞
いて心が段々綺麗になってきていると思います」。この話はロータリー
の例会の話と思いませんか。ロータリーのことは教えられない。自分で
経験して体験して身に付ける。ロータリーの樹。ロータリーとは品格で
ある。郡山RCでこういう風に教えられておりますね。職業奉仕とは職
業を通して自分を磨くことである。どこに書いてあるのかというと、ロー
タリーの目的の序文に書いてあります。「ロータリーの目的は意義ある
事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。今か
ら100年前、1922年ロサンゼルス大会で「ロータリーの目的」は６条で
した。「1.すべての意義ある事業の基礎としての奉仕の理念」と書い
てありました。私達の先輩は気がついたんですね。ロータリーで一番
大事なことは、人生で大事なことはここだ、奉仕の理念だったというこ
とに気がついたんですね。「奉仕の理念」の意味は、実は人にしても
らいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい、これが奉仕の
理念だと書いてあります。私は郡山二中に行きました。思いやりや優し
さを身につけなさいと書いてあります。私達は小学校・中学校を通じて
そういう教育の中にいるんです。ですから自然と人に親切にしてやっ
たり優しくしてやると嬉しい、自分にも返って来るみたいな気持ちがあ
るんですね。そして教育基本法の第１条に「教育の目的は人格の形
成である」と書いてあります。ロータリーの目的、自分の人生の目的、同
じじゃないですか。私は会社で「仕事を通じて自分を磨くんだ。数字は
あとからついてくる」と言っています。結構これは社員は聞きますよね。
私共のお客さんは創業者の方が大変多いですが、創業者と二代目・
三代目は全然違いますよね。やっぱり裸一貫から始めた人と、下地が
ある人では全然違います。日本の教育は一生懸命勉強して良い大
学に入り、そして良い所に就職すれば幸せになりますよという、そういう
教育なんですね。ですから小学６年生に聞くと「お金持ちになりたい」
と言うそうです。戦前はいかがですか。なりたいのは「兵隊さん」です。
ですから明治時代から、自分の目的、国家の目的、仕事の目的、みん
な一緒だったんですよね。そういうところから行くとロータリーで自分の
目的をみんな一緒にすれば、また違った世の中が開けてくるんじゃな
いかなと思うんです。そんなことで私はこれからはロータリーの時代だ
と思っています。米山さんは「奉仕の理想と友愛」と訳しましたが、本

当はポール・ハリスはこういう風に言いたかったと思います。本年度の
シェカール・メーターさんは「今年はみんなの人生を豊かにしていこう
ではありませんか？」「奉仕は自分が地球上に占める空間への家賃で
ある」と言っています。四つのテスト、何で？がないのか。ハーバード・テ
ーラーの自叙伝、手島知健さんが書いてあります。始め四つのテストを
聞いた時に、「真実かどうか」何を言っているのかなと思いますよね。
嘘はないかということですよね。こういう風に後ろに続いているんだと
見て頂きたいと思います。「奉仕こそ我がつとめ」、これは職業奉仕を
やる人は必ず読みなさいと言われてきました。パーシーホジソンは
1949-50年のRI会長です。この年からRIのテーマが始まりました。私
達は物を買う時に競争の中で安く買いたいと思います。ですから競争
は無くならないんです。こういうことからRCには業界の社会的地位を
上げることが大事なんだということが含まれているんですね。社会的
地位が低いと逃げられるんです。「バッチは見ている」福島南RC佐
藤佶さんです。バッチを着けているということは、一つの資格試験に合
格したことである。これは私が入会する時に大原先生から教えて頂き
ました。「このバッチは、常に私の行動を物言わず見ており監視してい
るのであります」と書いています。私達のバッチは正直で率直で思い
やりがあって、そして信用に値する人間ですよということをバッチは表
しているんです。四つのテストも同じことを表しています。この会社は信
用に値する会社ですよ、そしてそれを会社に掲げなさいと言っていま
す。ロータリーは会長に始まって会長に終わると思います。ロータリー
の役職の拝命の意味ですが、ロータリーはあなたが未熟であることを
認めています。しかしあなたが皆さんの期待に応える為にベストを尽く
すことを確信しているということです。ロータリーはお米研ぎです。お米
は私達、かき混ぜるのは会員の模範であり目標である会長であり、ク
ラブのルールです。会員同士が擦れ合って研ぎ澄まされて綺麗な米
になっていきます。立派なロータリアン、真の魅力のあるロータリアンと
は何でしょう。私は智、情、意を会得した人だと思います。「智」ロータリ
ーを理解して自分の言葉でロータリーを語れる人。「情」コロナ禍で判
りましたね。「自分だけがいいなんてことはないんですね。みんなが良く
なって初めて自分が良くなる。自分は後なんだ」という人の痛みが分
かる豊かな感性をお持ちの方。「意」ロータリー精神を広めてゆくこと
が幸せの道であると強い意志で実践しようとする方です。私の感銘し
ている文章は決議23-34、手続要覧、大連クラブのロータリー宣言の
第４条です。みんなが良くなって初めて自分が良くなる。自分は後なん
だという個人的な誤見を申し上げました。
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