
 

 

第 1021 回例会 2019 年 5 月 14 日 

□司  会  松澤 一志君 

□開会点鐘  水野 泰雄君 

□斉  唱『国歌斉唱』『それでこそロータリー』 

□慶祝   

 

 皆出席   西澤 文登君(35 年) 

 誕生日祝  肥田野秀知君(18 日) 

       田中 栄一君(21 日) 

 結婚記念祝 

       北村 久文君(22 日) 

        

□ラッキー賞  

提供者 水野会長  

「ゆきんこそば」  飯島伴典君  

「甲府ワイン白」  柄澤 堯君 

「甲府ワイン赤」  山崎芳雄君 

提供者 西澤尚夫君 

 

「きんつば」    中澤信敏君 

提供者 斉藤惠理子君 

「沖縄土産 泡盛」 宮澤広一君 

 

□プログラム   

     副会長の日 

       副会長  中澤 信敏君 

水野 泰雄君 

 当社でも史上初の 10 連休明け、平成も終わり新

しい年号「令和」のスタートとなりました。 

新たな始まりに期待と希望と夢を持って臨みたい

と思います。しかし今、世界経済の先行きは不透

明、国内では企業の不祥事頻発で道徳観念が崩壊

しつつあるようにも感じられる混沌とした時代で

す。 

 そんな中、日本政府は紙幣や硬貨のデザイン刷

新を発表しました。政府は数年後をめどに、1 万

円などの紙幣の肖像画を変える準備に入り肖像画

の変更は 2004 年以来となります。1 万円札は第一

国立銀行や東京証券取引所など多くの企業を設立、

経営した実業家、渋沢栄一・5000 円札は津田塾大

学の創始者、津田梅子・1000 円札は「近代日本医

学の父」として知られ、ペスト菌を発見するなど

医学の発展に貢献した北里柴三郎の肖像画を使用

することを検討しています。津田梅子さん、北里

柴三郎さん、いいと思います。渋沢栄一さん、と

てもいいと思います。なぜでしょうか？安全な日

本〜その一つは「小学校 1 年生が、一人で学校に

通っていること」です。時には、電車・バスで通

学している子どもを見かけますが、これって日本

だけの現象なのではないでしょうか？ちなみにモ

スクワでは、12～13 歳ごろまで、親が送り迎えを

します。日本人からいわせると「自立心がない！」

となりますが。理由は簡単で「危険だから」です。

日本は、本当に安全なのですね。これは大昔から

そうだったみたいで、江戸時代日本に来た外国人

も驚いていたそうです。日本は今も昔も道徳心が

高く、安全だったのです。しかし、日本には心配

な兆候もあります。ご存知のように「企業の不祥

事」が相次いでいます。2013 年には有名ホテルが

こぞって、お客さんに出す食事の「産地偽装」し

ていました。その後、日本企業の不祥事が相次ぎ

驚くこともなくなりましたが悲しいことです。数
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えきれない不祥事〜ウィキに、2010 年以降の不祥

事リストがありました。 

•2018 年：KYB ／免震装置データ改竄・2018 年：

スルガ銀行／ 不正融資•2018 年：SUBARU／データ

書き換え•2018 年：はれのひ／ 粉飾、詐欺•2017

年：神戸製鋼所 ／品質検査データ改竄•2017 年：

てるみくらぶ／粉飾、詐欺•2016 年：スズキ／燃

費詐称•2016 年：三菱自動車／カタログ燃費の詐

称及び不正計測発覚後の再測定における燃費詐称

•2015 年：東芝／長期に及ぶ不適切会計•2015 年：

東洋ゴム／免震パネル、防振ゴムなど試験データ

偽装•2015 年：タカタ（企業）／エアバッグ不具

合•2013 年：みずほ銀行暴力団融資事件／反社会

勢力取引•2013 年：カネボウ化粧品・ロドデノー

ルによる白斑症状／製品瑕疵•2011 年：オリンパ

ス事件／粉飾決算•2011 年：大王製紙事件／不正

による巨額損失 

 なぜ企業の不祥事が増えているのでしょうか？

私の主観ですが、思うに「道徳を教わらなくなっ

たから」不祥事が頻発しているのではないでしょ

うか？私の父親は、右翼ではありませんし戦前を

全肯定しているわけでもありません。ですが、あ

るとき「今の子どもたちはかわいそうだ」といっ

たことがあります。「なにが？」と聞くと、「俺

たちが子どもの頃は、修身という授業があって、

何がいいことで、何が悪いことか教わった。今の

子どもたちは、道徳の授業がないから、何がいい

か悪いかわからないだろう」と。戦後「道徳教育

は軍国主義復活につながるから、学校では教えな

い」ことになったそうです。では、子どもたちは

どこで道徳を教わるのか？「家で教わる」のだそ

うです。ところが、お父さんは会社で、ほとんど

家にいない。「お母さんも会社で働くべきだ」と

いうのが国の方針みたいです。お父さんもお母さ

んもほとんど家にいないのに、子どもたちは誰か

ら道徳を教わるのでしょうか（学校では、道徳教

育が復活しました）？戦前、日本の社長さんたち

は、「お国のため」という意識をもって経営して

いました。たとえば松下幸之助さんは、終戦直後

の1945年8月20日、こんなことをいいました。 

戦後の奇跡の経済成長を支えたのは、高い道徳心

を持った経営者たち。しかし、その世代は、徐々

に引退し「道徳を教わったことのない人たち」が

経営者になってきた。それで、日本企業の不祥事

が頻発するようになったのかな～と考えています。 

「日本企業の不祥事が増えている理由」について

の「私は違う考えだ！」という人も多いでしょう

が、「日本企業の不祥事が多いこと」は事実なの

で、誰も否定できません。どうすればいいのでし

ょうか？そう、「金儲けと道徳を両立させること」

です。「金儲けと道徳」といえば、まさに渋沢栄

一さんです。 

 渋沢栄一さんは、1840年に生まれました。1863

年、後に最後の将軍になる一ツ橋慶喜に仕えるこ

とになります。1867～68年、欧州視察。明治維新

後は、大蔵省に勤務。その後は実業家として、第

一国立銀行（今のみずほ銀行）、東京海上火災保

険、王子製紙、田園都市（現東京急行電鉄）、秩

父セメント（現太平洋セメント）、帝国ホテル、

秩父鉄道、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリ

ンビール、サッポロビール、東洋紡績、大日本製

糖、明治製糖などなど、なんと約500社の設立に関

わった。渋沢栄一、代表的な著書は『論語と算盤』。

ここで説かれているのが、「道徳経済合一説」。

この説の「本質」を説明した言葉は、こちら。「富

をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道

理の富でなければ、その富は完全に永続すること

ができぬ。」これが「そのとおり」であること、

不正をした日本企業の末路が証明しています。平

成も終わり、令和の時代がはじまりました。そし

て5年後、新しい1万円札には、渋沢栄一の肖像画。

経営者は、1万円札を見るたびに、「富をなす根源

は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の富でな

ければ、その富は完全に永続することができぬ。」

を思い出すでしょうか。従業員は、1万円札を見る

たびに「富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。

正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続

することができぬ。」を思い出すでしょうか？そ

うであるなら、「令和」は「日本復活の時代」に

なることでしょう。 

私たちにはお金が必要です。お金がないと、さま

ざまな不幸が起きます。一方で「正しい手段でお

金をゲットすること」も大事です。RCの職業奉仕

の中にもそれはあると考えた、GW10連休でした。

そうそう〜上田商工会議所にはその渋沢栄一翁の

直筆の書があります。一度はご覧くださいませ。 

(会長挨拶の追記分についてはメールボックスに

て配布しました)。 

               小嶋 修一君 

１． RI より 

・『青少年奉仕月間』リソースのご案内 

  ・財団室ニュース 5 月号 

  ・2019 年 5 月  1＄=112 円 

２. 米山奨学会より 

  ・3 月寄付金傾向 

３. ロータリー友事務所より 

  ・『私の宝物』投稿のお願い  
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４. 地区事務所より 

  ・R 財団寄付金明細表 

  ・月信について・・・4 月号再送につき、前回

配布分破棄をお願いします。 

５. ＩＭ実行委員会より 

  ・ＩＭ・会員セミナーお礼とＤＶＤ送付 

６. 理事会より 

  ・４月度理事会議事録 

恵送 

１. 上田東 RC 様・上田西 RC 様・東御 RC 様・

桐生赤城 RC 様・・会報 

会員配布物 

１. 当クラブ会報 第 1020 号 

２. 会長より  今週のことば 

３.４-６月プログラム 

４.ロータリーの友 ５月号 

５.月信 ４・５月号 

６ .まゆクラフト展 チラシ 常田館製紙場で開催

されます。ぜひご覧ください。 

７.上田東 RC 増田様より 「真田坂」２６号 

渡邉 章貴君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 3 0 86.36％ 

前々回 24 6 2 87.50％ 

水野泰雄君  G.W10 連休明けの久しぶりの例

会！残すところあと６回となり

ました。引き続きよろしくお願い

します。 

小嶋修一君  中澤さんよろしくお願いします。 

中澤信敏君  令和元年に入りました。良い時代

にしたいですね。(なれば良いで

すね)本日はよろしくお願いいた

します。 

柄澤 堯君  美穂ヶ池の桜全種類葉桜になって

元気に伸びています。 

合原亮一君  いよいよ米作りのシーズンになり

ました。日々絶賛代掻き中です。 

飯島 伴典君 北村 久文君 清水 一典君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 西澤 尚夫君 
田中 栄一君 斉藤恵理子君 杉山  裕君 
西澤 文登君 山崎 芳雄君 吉田  穣君 
 

 

 

副会長の日 

副会長 中澤 信敏君 
 

 

RLI 報告 

ロータリーリー

ダーシップ研究

会 

4 回 塩尻市え

んぱーく 

朝 9 時～午後 5

時 昼食はさみ

6 時限 

良かったこと 

ロータリー全般(目的・事業・活動・歴史)の知識

が増やせる 

世界、地区、自クラブ、会員個人それぞれの立場

で見たロータリークラブの役割 

他のクラブの取り組みを知ることができる。 

事業・活動内容を見つめなおす 

特に印象的な内容 

  会員増強の取り組みの話題が多かった 

断り切れない人から誘う。 

自分と同じ価値観の人を誘う。 

一緒にいたいと思う人を誘う。 

   若い人たちには、良い先輩の話が聞けるよ。 

   移住された方には、地元の人と交流が持てる

よ。 

 マンネリな活動から脱出→新鮮な活動→PR→会員

増強 

   会員減対策 

新入会員が 3年間のうちに退会する確率が高

い。 

退会者は退会後にロータリー活動を悪く言

う人が多いだろう。アンチロータリー 

ロータリー活動と自クラブの説明する新入

会員セミナーをクラブの事業として 

位置づけして実施している。 

松本 RC では入会 3 年間までは年 4 回実施。

その後はいつも懇親会 1 時間程度。半日だと

長い。そのあとに懇親会 

   上手な誘い方 

    ・おもしろさを伝える。 

    ・他業種と話ができるよ。 

    ・先輩たちと話ができるよ。 

    ・昼食をどうせ食べるのだから、 

一緒に食べないか? 

 良いクラブとはどんなクラブだろう? 

  いつもにこやかで、楽しそうな雰囲気。だから

継続して出席できる。 

居心地がいい。 

  魅力的なクラブとはどんなクラブだろうか?ク

ラブで考えてみる機会があっても良い。 

クラブ内の取り組み例として、新入会員の紹介

を 10 分間でクラブ内のメンバー通しでヒアリ

ングをしあい、自己紹介ではなく、他者紹介を

する。特に新入会員。お互いを知る機会になる。 

 みんな良い車に乗っているなぁ… 
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R 財団報告 

皆様からの貴重なご寄付を賜りまして誠にありがと

うございました。ご理解・ご協力いただき感謝申し

上げます。 

R 財団寄付状況 

年次寄付 $2,250 ($97.83／人)  2019 年 4 月

24 日時点 

目標額 $3,450 ($150／人) 

ポリオ ＄30×25 名×\110=82,500 円／目標額

達成済み 

平和フェロー500 円×25 名=12,500 円／目標額

達成済み 

※財団寄付のポリオと平和フェローはクラブ

予算から支出済。 

 

今年度地区補助金事業に関わり個人的に思うこと。 

皆様の貴重な寄付に対して、寄付先と目的を再度整

理しご案内させていただきます。 

 

従来 R 財団への寄付は、ある意味成績のような評価

をされています。 

今も同様ですが、昨今は、3 年前の R 財団への寄付

額から自クラブ活動資金として還元され、クラブの

所在する地域に対しても還元できる補助金として活

用されています。 

 

  その地区補助金の補助事業ですが、3 年前のク

ラブから R 財団寄付額を原資にその 40%還付さ

れ、事業費の 30%を自己負担で実施する。と聞

いていたつもりでした。 

 2016-2017 年度(当クラブ 20 周年)の年次寄付

13,500 ドル  

還付見込み 13,500 ドルの 40% 594,000 円(1

ドル／110 円計算)  

 実施する総事業費の 30%以上を当クラブで負担

する必要あり。 

 例 総事業費 80 万円 (内訳 地区補助金利用 55

万円 自クラブ負担 25 万円) 

  を想定しいたのですが、実際に申請してみると

地区からは補助金として支給される金額として上限

がある話を今年度されました。 

 

そうなると、3 年先の自クラブのためにどんなに R

財団へ寄付をたくさんしても還元される金額は 20

万円台であり、クラブの自己資金を 30%以上支出し

なければならないとなると、地区補助金を充てにす

るための R 財団への寄付は意味を薄らぎます。 

 

ここで再度整理して皆様へお伝えしたかったのは、3

年先の地区補助金の還元を期待して自クラブの活動

資金獲得のための R 財団への寄付を行うという考え

方は正しくなく、あくまでも地区補助金の還元こと

とは別な意識で R 財団への寄付をお願いせねばなら

ないということです。 

 

昨今、会員増強や自クラブの活性化を意識し、独自

の奉仕活動を取り組むべしとの風潮がロータリーの

中でありますが、個性あるクラブ単位の奉仕活動を

持続して実施する原資とする寄付であるならば、R

財団への寄付をせず、自クラブでその資金を集め実

施したほうが自由度も増し、RI や地区内での財団資

金として分割されず 100%の資金活用ができること

になります。(ただしこの場合は、クラブの活動支援

のための寄付になり、税金に対しての寄付控除は受

けられない寄付になります。) 

 

私だけが意味を履き違えていたのかもしれませんが、

皆さんにも同様の案内をしていたことになりますの

で、改めてご案内させていただきました。 

 

ただ、くれぐれもご理解いただきたいのは、R 財団

への寄付は、さまざまな課題解決するために活用さ

れておりますので、ロータリアンとしてとても意味

のあることです。 

継続してご寄付をお願いしなければならないことに

変わりはありませんので、ご承知おきください。 

 

チャイルドライン報告 

地区補助金への申請を出した後の経過報告 

4月 10日にチャイルドラインの運営者会議に呼ばれ

まして参加してまいりました。 

この運営者会議は、チャイルドラインの次年度の活

動方針を検討する会議でした。 

まだ地区補助金の採択結果が出ていないため、具体

的な話は進めていませんが、採択結果がでたところ

で、急いで動き出し、9 月にはこどもたちの現状と

チャイルドラインの活動紹介のパネルは完成されて

いる状態になる予定です。 

その後、パネルの活用と、活動周知について、他の

クラブや企業回りの活動に皆さんのご協力をいただ

くようになりますのでご承知おきください。 

私も知りませんでしたが、県内の統計で、上田市は

自殺率が 2 番目に高いそうです。また、上田市内で

の虐待は、2 日 1 回どこかで起きている件数が報告

されているそうです。 

そんなことも知らしめるパネルになろうかと思って

います。 

 

それと、チャイルドラインの活動現場へ行って電話

対応の実態を拝見してみたい方がいらっしゃった場

合、条件付きとなますが入室の了承をいただけまし

たので、ご希望の方はお知らせください。 

 

 


