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締めの挨拶   
東信第二グループガバナー補佐 
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 ロータリーは「社会の良心」です！  

西澤文登君 
 

 ご来賓の皆様、本日は
お忙しいところお越し
いただき、まことにあり
がとうございます。特に
遠く上州から桐生赤城

ロータリークラブの皆様には、平日にもか
かわらず大勢駆けつけていただき厚く御礼
申し上げます。おかげさまで私達上田六文
銭ロータリークラブは創立 20 周年を迎え
ることができました。皆様方に支えていた
だいての 20 年。山あり谷ありの 20 年でご
ざいました。長いようでいて、あっという
間であったとも思います。 
 1905 年 2 月 23 日、ポール・ハリスら 4
人の仲間はアメリカ・シカゴの地にロータ
リークラブをつくりました。私ども上田六
文銭クラブはこのロータリー創立記念日 2
月 23 日に一番近い火曜日にということで、
平成 9 年 （1997 年）2 月 18 日に創立総会
を行いました。スポンサークラブは上田東
ロータリークラブ様、特別代表は母袋恭二
様でした。クラブ創立のコンセプトは「友
情に満ち満ちたクラブに！」でありました。
おかげさまでこの言葉は私どもメンバーの
心の中に常に脈々と生きております。 
 シカゴにロータリークラブができて 15
年後、米山梅吉は福島喜三次等と共に日本
で第 1 号の東京ロータリークラブをつくり
ます。1920 年 10 月のこと、日本ロータリ
ーの夜明けです。以来 100 年近く、途中太
平洋戦争がありましたが、我が国の津々
浦々にロータリーの灯がともりました。日
本のロータリアンは今や 9 万人を数えます。

日本には「売り手よし、買い手よし、世間
よし」の近江商法、「至誠、勤労、分度、推
譲」二宮尊徳の報徳思想、渋沢栄一の「論
語と算盤」の考え、それらに代表される独
特の職業倫理観がありました。この倫理観
とロータリーの理念・ 「超我の奉仕」、行動
指針である「四つのテスト」がマッチして
我が国特有のロータリー観、ロータリー文
化が育ったのだろうと私は考えております。
このようなロータリー観を持つ偉大な先輩
方に私達は薫陶を受け、育てていただきま
した。 
 ロータリーの理念を学び、四つのテスト
を実践しようとするロータリアンの存在は
「社会の良心」であると私は思っておりま
す。少し言い過ぎかもしれませんが、目に
見えない社会資本であると私は思います。
今、世界はロータリーが目指す社会とは逆
の風が吹いているように感じます。先の見
えない不確実な世の中であると思います。
しかし、こういう不確実な時こそ私達ロー
タリアンは「社会の良心」として頑張らな
ければなりません。創立 20 周年に当たって、
私達はクラブのテーマを「共にいきる！」
といたしました。後ほど飯島実行委員長か
ら発表があると思いますが、「共に生きる！」
をテーマにした記念事業を後日実施したい
と考えております。 
 私達の上田六文銭ロータリークラブは会
員数 24 名の小さなクラブです。例会を中心
に、ごく地道な活動を 20 年間続けてまいり
ました。決して派手な目立つ奉仕活動をし
てきたわけではございません。しかし、地
味ながらも 24 名のメンバーは 「社会の良心」
でありたいと常に願っている者でございま
す。内輪のお話で恐縮ですが、実は 2 年前
にクラブの存続にかかわる大きなピンチが
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ありました。昨年度は年度初めから 5 カ月
間、クラブの存続を含めて、これからどう
するかについてメンバー全員で話し合いま
した。話し合いの末にクラブを存続し、会
員増強に努めようという結論に至りました。
以来、増強は依然として努力中ですが、現
状一人も欠けることなく今日を迎えており
ます。みんなで話し合う中ではっきりと認
識できたことがございます。それはメンバ
ー全員がロータリーのことを好きだという
ことです。ロータリーが性に合っているの
です。このことを再認識できただけで 5 カ
月間は無駄ではなかったと思っております。 
 創立 20 周年は記念すべきお祝いでござ
います。と同時に 30 周年に向かっての新た
なる出発の時でもあります。次年度、今年
の 7 月からはリーダーが一気に若くなりま
す。これからも 「社会の良心」であり続け、
真の奉仕を求め続けてまいる所存でござい
ます。どうぞ皆様、これからも上田六文銭
ロータリークラブ、よろしくお願い申し上
げます。 
 本日はまことにありがとうございます。 

関 啓治様 創立 20 周年を祝して 

滝沢秀一様 この度は創立 20 周年おめで
とうございます。 

宮本洋子様 おめでとうございます。 

池田元子様 関わるならば、楽しもう！私
のモットーです。これからの
クラブに期待申し上げます。
本日はおめでとうございます。 

西澤文登君 創立 20 周年おめでとうござ
います。いろいろなことがあ
った 20 年でした。30 周年に

向けての出発でもあります。 

飯島俊勝君 御来賓の皆様、原ガバナーは
じめ来訪ロータリアンの皆様、
本日はありがとうございまし
た。又、メンバー各位の準備
ありがとうございました。 

柄澤 堯君 20 周年おめでとうございま
す。 

西澤尚夫君 ２０周年おめでとう。 

山田 豊君 本日六文銭 RC20 周年おめで
とうございます。 

宮原宏一君 創立 20 周年記念おめでとう
ございます。 

肥田野秀知君 20 周年おめでとうござい
ます。 

松澤一志君 上田六文銭 RC20 周年記念を
祝して 

水野泰雄君 本日はおめでとうございます。
３０周年に向けて頑張りまし
ょう。 

中沢利樹男君 20 周年おめでとうござい
ます。 

宮澤広一君 祝・20 周年！！ 

中澤信敏君 20 周年おめでとうございま
す。 

杉山 裕君 20 周年おめでとうございま
す。 

横沢 正君 おめでとうございます。 

鹿志村恭彦君 20 周年誠におめでとうご
ざいます。 

生川秀樹君 本日はしくじらないように司
会がんばります。 

笠原 一洋君 北村 久文君 

小嶋 修一君 斉藤惠理子君 
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