
 

 

第 1114 回例会 2022 年 4 月 5 日 

□司  会     吉田  穣君 

□開会点鐘     山崎 芳雄君 

□R ソング  「国歌」「奉仕の理想」 斉唱 

□委嘱状授与 

 地区社会奉仕委員  

米山カウンセラー 

 宮澤 広一君 

 

 

 米山世話クラブ  

国際奉仕委員長 

        渡邉 章貴君 

□慶祝 

  誕生日祝       生川 秀樹君  

松澤 一志君 

  創立記念祝 

    海 禅 寺    飯島 俊勝君 

    ㈱ 川 西    宮澤 広一君 

    ㈱ ひだの    肥田野秀知君 

    (有)北村商店   北村 久文君 

    ペンギンズバー  斉藤惠理子君 

□ラッキー賞 

 提供者 吉田  穣君  

「山中湖土産」 

     三浦 道也君 

 

□委員会報告 

 広報情報委員会  

「ロータリーの友」紹介 

     柄澤  堯君 

 

 ２５周年実行委員会   

中澤 信敏君 

      記念誌原稿依頼 

『ロータリーソング 

“奉仕の理想”について』 

                             

            会長 山崎 芳雄君 

なかなか先が見えないのが新型コ

ロナウイルスとウクライナ戦争、新型コロナ禍は

当初は半年もすれば終息すると思っていましたが

既に 2 年以上たってもこんな状況です。 

ロシアが仕掛けたウクライナ侵略も 1 週間もす

れば陥落出来るとロシアの誤算から生じた侵略戦

争は一ヶ月以上たっても終結の目処すら立たない

世界経済を巻き込んだ悲惨な状況にありどちらも

早く終わってほしいものです。 

さて、例会の冒頭で歌ったロータリーソング

「奉仕の理想」についてのお話です。  

例会のときに歌を歌う風習は 1907 年、今から

103 年前シカゴ RC で始まりました。 

「親睦」か「奉仕」かの大論争でぎすぎすした

クラブの雰囲気を和らげようとハリー・ラグラス

（５人目の会員）が音頭をとって歌い出したのが

始まりだそうです。当時はロータリーソングなん

てまだありませんので、民謡や当時の流行歌が歌

われたそうです。  

初めての日本語オリジナルのロータリーソン

グですが１９３５年（昭和１０年）５月の京都で

開催の２６５０地区第７０地区大会を記念して募

集されました。 

当選したのが４作品あり、その第 1 位に選ばれ

たのは「旅は道づれ」と言う曲です。歌詞は「旅

は道づれ世はなさけ なさけは人の為ならず 世は

明鏡のやどす影 うつす形を偽らず わがほほえめ

ば 影も笑む」  

自分がなした善は、福となって帰ってくる、「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という

会 長 挨 拶 例 会 日 誌 
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ロータリーのモットーに通じるような内容の歌詞

で一位に選ばれました。 

この「旅は道づれ」は作曲の一部に盗作があっ

たため後に失格となり、第２位の「奉仕の理想」

が繰り上げ当選になったそうです。浪曲の様な歌

より「奉仕の理想」が選ばれて良かったと思いま

す。 

『奉仕の理想』の 2 小節目の“御国に捧げむ”

の原詩は“世界に捧げん”だったそうですが、当

時のガバナーが国粋主義的な考えの持ち主で“御

国に捧げん”に変えなければ無効にすると宣言を

したので、作詞者は泣く泣く“御国に捧げん”を

承諾したとの事です。 

戦後死語になった「御国」の部分を「世界」「地

域」「社会」でも自由に置き換えて歌ってもかまわ

ないのではと書き下ろしてありました。 

清水 一典君  
１. RI より 

・財団室ニュース ４月号 
・ヒューストン国際大会ガバナーナイト 
・日台ロータリー親善大会のご案内 

２. 米山梅吉記念館より 
・事業計画変更と賛助金のお願い 

３. 地区事務所より 
・地区大会の開催方法の決定が 4/20 に 
・RYLA 開催のご案内   

斉藤  仁君 

山崎芳雄君  寒暖の差がすごいですね。日曜日は

雪の降る中でのゴルフでした。最終

グリーンではボールが雪ダルマ！ 

中澤信敏君  美穂ヶ池のコヒガン桜咲き始めまし

た、２５周年の河津桜はもう少し時

間がかかりそうです。 

       飯島君当選おめでとうございます。 

飯島俊勝君  4/12 中止になりました早朝例会す

が、当日は参道の桜が見頃になりそ

うですよ。 

笠原 一洋君 柄澤  堯君 北村 久文君 

小嶋 修一君 松澤 一志君 宮原 宏一君 

宮澤 広一君 水野 泰雄君 西澤 尚夫君 

生川 秀樹君 斉藤惠理子君 吉田  穣君 

清水 一典君 飯島 伴典君 斉藤  仁君 

伊藤  豪君 合原 亮一君  

「PETS 報告」 

会長エレクト 斉藤惠理子君 

2022-23年度 RI会長ジェニファー・

ジョーンズ氏は「イマジンロータ

リー」というテーマを発表しまし

た。 

ジョーンズ氏は講演の中で、世界をもたらせる変

化を想像して大きな夢を描き、その実現のためロ

ータリーの力とつながりを生かすようによびかけ

ました。「想像してください、私たちがベストを尽

くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その

世界に変化をもたらせると知っています。」そして、

ロータリーの多様性、公平さ、インクルージョン

を理解することです。と発表されました。 

ロータリー定義では 

多様性～あらゆる背景、文化、アイデンティティ

をもつ人々が所属していること 

公平さ～全てのロータリー参加者を公平に扱う

こと 

インクルージョン～自分は歓迎され、重んじられ

ていると誰でもが感じられるような体験を創出し、

そのような環境を育むこと 

と、されています。 

 

2600 地区標語は「ロータリーはみんなを幸福にす

る」です。2022-23 年度上沢広光バナーは重点項

目への活動目標を以下のように掲げています。 

１. クラブ活性化のための青少年奉仕活動 

２. 職業奉仕活動の重要性 

３. 友達作り(親睦)の強化 

４. 各グループで合同の奉仕活動を実施 

 

上田六文銭ロータリークラブとしては RI と地区

の方針を踏まえて、先ずはウィズコロナであって

も、コミュニケーションが取れる工夫をしつつ友

情を深め、誰もが尊重され、歓迎されていると感

じられるクラブを作っていきたいと思います。 

 

 

 

   社会奉仕 美穂ヶ池清掃 

   12:30 例会場に集合→例会後 

弁当を持って美穂ヶ池へ各自集合ください。 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 

本 日  24 0 0 100％ 

前々回 25 6 1 80.00％ 

幹 事 報 告 

ニコニコ BOX 喜投額 4/5 26,000 円 

今年度累計 429,000 円 47.67% 

プ ロ グ ラ ム 

4 月 12 日 例 会 予 定 

出席・ニコニコ BOX 


