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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1925回 熊谷籠原 RC・籠原南 RC・熊谷東 RC 3 クラブ合同例会

18時30分

平成29年10月25日
◎司会：吉田 繁副 SAA

◎点鐘：小川 智会長

る国際的提携のあるクラブには属する事はできない。」と
しました。それでも、ドイツのクラブの中には、クラブを
小川 智 会長
救う為に様々な案を提案したメンバーもいました。ナチス
党幹部と接触を計ったり、地区ガバナーが集会を開き、こ
の会合でロータリーがフリーメイソンと非アーリア人を会員
から排除し、ナチス高官を後援者にするという事を申し出
ロータリー３つの試練と職業奉仕
ようという案さえも出されました。しかし、判事のバッハは
本日は、細井ガバナーを３クラブ合同公式訪問でお迎えす ロータリアンの必死の申し出を全てはねのけました。
る事ができ、大変光栄に思っております。３クラブメンバー
１９３７年１０月１５日、ドイツのクラブリーダーは理想
全員を代表致しまして、厚く御礼申し上げます。会長の時 の妥協よりも解散を選択し、クラブの承認状を国際ロータ
間は、時間の都合もあり、私小川が代表して「ロータリー リーに返還する事となったのです。
３つの試練と職業奉仕」という題でお話をさせて頂きます。
同じような現象は、イギリスを除いたヨーロッパ全土へ
皆様もご存知の通り、ロータリーは世界で約 120 万人 広がります。スペイン、オーストリア、イタリア、ポーランド、
のメンバーを有する組織となっております。しかし、創設 フランス、ボヘミアなど多くの国で、ロータリーの活動は
から順風満帆に進んできたわけではありません。
できなくなりました。しかし、どこの国でも共通した事が
１９０５年ロータリー創設から２５年間で、ロータリー あります。それは、残ったロータリアン達が、名称を変え
は大きな３つの試練に立ち向かう事になります。１つは たり、地下活動で例会を継続したり、市民へ可能な社会
１９１４年の第１次世界大戦、２つ目は１９２９年の世界大 奉仕を、勇気をもって続けたと言う事実です。
恐慌、そして１９３９年の第２次世界大戦です。３つの中 更に重要な事は、この試練を乗り越える事でロータリアン
でも、やはり第２次世界大戦が最も劣悪な状況であった事 が自分たちが誰であり、何を支持しているのかを吟味する
は、容易に想像できます。
きっかけとなり、ロータリー自体が成長したと言う事です。
大戦中の日本はどうだったのでしょうか？憲兵隊により、
私はこの挨拶の内容を調べているうちに、一つの疑問を
ロータリーとロータリアンは不穏分子とされ、政府により 持ちました。何が邪魔をしているのか？です。それは、文
クラブは強制的に閉鎖されました。しかし、一部のロータ 化であり、民族であり、宗教であり、国家であり、イデオ
リアンは火曜クラブなどと、名称を変えて活動を続けまし ロギーです。
た。シンガポールは、日本の影響を受けた国の一つです。 と言う事は、真の奉仕はこれらを超越して行われると言う
日本軍の進行により、同国のクラブの会員の一部は投獄さ 事になります。実は誰もが分かっている事なのですが、で
れました。残ったロータリアンは、被害を受けた人々に慰 きないのが現実です。人類誕生から、争いは絶えず、過
安と心の支えと言う、最も基本的かつ必要とされる水準の 去の経験を生かせないまま、今日まで至っております。言
社会奉仕をしたそうです。
い換えれば、民族や宗教やイデオロギーを完全に排除す
そして、ヨーロッパに目を向けると、やはりナチスドイツの る事は、今後も無理な事であると思われます。
影がロータリーに忍よります。ナチスもいきなりロータリー
戦争と言う特殊な環境下では、ロータリーが本来掲げ
を敵対視した訳ではありません。１９３３年ヒットラーが ている奉仕の理念を貫く事はできません。しかし、人間が
首相になる前は、ロータリーの活動が継続できるよう、多 根底に持つ「助け合い」と言う感情が、戦争と言う特殊な
くのロータリアンが努力を続けていました。しかし、ナチ 環境下であったからこそ、実行できたのではないかと思い
ス党からは、ロータリーの原則が彼らの考える政治方針に ます。現在も、世界中で紛争が絶えません。幸せな事に、
折り合がつかないとし、次第にユダヤ系ロータリアンの多 私たちの現在置かれている環境は、その当時に比べれば
くが退会する事となります。１９３７年８月２３日、ついに 平穏な時代です。したがって、今自分にできる事は何なの
ドイツの第１等判事ウォルター・バッハはナチス党員にロー か？と考えさせられます。
タリー入会禁止令を発布します。
「ロータリアンは反ユダヤ
結果、私個人が可能な奉仕は、やはり目の前にある自
ではない・・・、ロータリアンはユダヤ人と個人的関係を 分の職業をまっとうに行う。職業奉仕と言う、もっとも基
持つ事を可能だと考えている。国家社会主義はそのように 本的な事に結論づくわけです。できる事から、無理せず行っ
考えてはいない。
」この様に入会を禁止したのです。そして ていきたいと思い、まとまりの無い話になってしまいまし
更に、バッハはロータリーとフリーメイソンの関連性を指 たが、これで会長の時間とさせて頂きます。ご清聴ありが
摘し、
「ドイツで指導者になろうとする者は、今後いかな とう御座いました。

会長の時間

kumagaya-east-rc.com
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幹事報告
高橋 勤二

幹事

地区事務所より
・第 5 回派遣候補生・来日学生 オリエンテーションの案内
11/12（日）国立女性教育会館 13：30 ～
・2016 ～ 17 年度 地区大会報告書（記念誌）発刊
会員に配布
熊谷市より
・29 年度文化功労者・教育関係職員表彰式の案内
11/3（金・祝）大里生涯学習センター「あすねっと」
開式 10：00 ～
国際交流会より
・
「第 25 回外国人日本語スピーチコンテスト」の案内
10/29（日）熊谷商工信用組合 本店ビル 13：00 ～
シェイクハンズ№ 82
埼玉県腎・アイバンク協会より
広報誌「人・アイバンクさいたま」会員に配布
警察官友の会より
さいたま警察官の友 第 155 号
・立正大学より
立正大学学園新聞 № 139

〈本日 11/8 のプログラム〉
熊総すこやか教室 / 卓話

例会日
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細川末廣会員
細井ガバナー公式訪問を歓迎いたします。又、岩崎会員には、
職奉 ANA 見学の写真ありがとうございます。
中山康徳会員
細井ガバナーようこそ 3 クラブ合同例会にご来訪を頂き誠
にありがとうございます。宜しくご指導をお願い致します。
井桁憲治会員
3 クラブ合同ガバナー公式訪問 宜しくお願い致します。
市川富夫会員・浅井純次会員
細井ガバナー様、本日はご指導のほど宜しくお願い致します。
野澤正春会員・安藤久乃会員
細井ガバナーの訪問歓迎申し上げます。
本日は、ご指導よろしくお願い申し上げます。
ニコニコ BOX

本日

累計

10.25

￥14,000

￥344,000

卓話
細井 保雄

ガバナー

クラブヘの公式訪問を通じて…
１）クラブとの協力関係を築く
２）地区からの支援をクラブが実感
３）ロータリーのイニシアチブへの参加意欲が高まる
４）奉仕プロジェクトへの参加が増える
５）会員の積極性が増し、元気なクラブが増える
ロータリークラブは、私にとって「自己研鑽」の場所です。

本日のお客様

会長やいろいろな役職に就くことで、学ぶことが出来、向上
することが出来ます。ガバナーも、より高度な人間になるた

細井保雄ガバナー様・高野勝良ガバナー補佐様
新井啓介様（地区幹事）
・島﨑義春様（地区副幹事）
上原謙一様（行田さくら RC ゴルフ部部長）

めのチャンスと考えております。
二つのモットー

「超我の奉仕」"Service above self"…人道的奉仕理念

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」"He profits
most who serves best"…職業の理念（採択された審議会決

議案 10-165 により「One Profits Most Who Serves Best」
に改定された。
） 利己≦利他

１．ロータリーを他人に告げる歌

２．Service「奉仕」＝他人のことを思いやり＝他人の為に役

ニコニコ BOX
安藤 久乃

立つこと

委員長

３．源流の会セミナーに参加

４．アーサー・フレデリック・シェルドンの具体的経営方法
と事業における人間関係学
小川会長・宮川副会長・高橋幹事
細井ガバナー、本日はご指導宜しくお願い致します。
野中弘之会員
細井ガバナーの公式訪問を歓迎致します。当地区初のアーチ
クランフ、ソサエティー会員おめでとうございます。
本日は細井流ロータリー情報拝聴させていただきます。
清水利夫会員
細井保雄ガバナーの公式訪問を歓迎申し上げます。

15-2

５．地区職業奉仕部門委員長。地区「我等の生業」作成

６．RLI は 18 セッションのロータリーについて学ぶことが
できる

７．
「経営者」として「RI 第 2570 地区 .2017 〜 18 年度ガ
バナー」として

kumagaya-east-rc.com

〈次回 11/15 のプログラム〉
卓話 大沢 剛会員

