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2020−21年度国際ロータリーのテーマ

令和３年１月20日
■会長報告

長澤 秀行 会長
1月は国際ロータリーの職業奉仕月間です。
ロー
タリーソングにはロータリークラブの定義、職業
奉仕の考え方などが含まれています。先週のロー
タリーソングは
「奉仕の理想」
、今日は
「我等の生

業」でした。そもそも、ロータリーソングはどのような経緯で歌
われるようになったのでしょうか。
ロータリークラブは、1905年にシカゴで、ポール・ハリスら4
人で発足したのは皆さん良くご存じだと思います。5人目の会
員となったのは、
ハリー・ラグラスです。
彼は歌が大好きでした。
ある例会で、
急に椅子の上に上がって、
一緒に歌を歌おうと会員
に呼びかけました。1907年のことです。
親睦を深めようとして、
童心に戻り子供の頃のみんなが知っている歌などを歌っていた
ようです。これが、他のクラブにも広がり、ロータリーの例会で
歌を歌うという習慣となりました。
今では、
ロータリーソングは
世界で144曲あるそうです。
日本にロータリークラブができたのが、1920年
（大正9年）
、
東京ロータリークラブです。
当初、
ロータリーソングは英語でし
たが、
日本語のものを作ろうということで募集し、1935年
（昭和
10年）
に京都の地区大会で選ばれたのが、
「奉仕の理想」
（第2位）
と
「我らの生業」
（ 第4位）でした。ちなみに、第1位は、
「 旅は道づ
れ」でした。また、奉仕の理想の歌詞で、
「御国に捧げん」は、原作
では
「世界に捧げん」でしたが、当時の村田省蔵ガバナーの指示
で、
変更を余儀なくされたそうです。
戦後に作られたロータリーソングは、1951年東京ロータリー
クラブの矢野一郎さんが作詞作曲した
「手に手つないで」
、1953
年に
「それでこそロータリー」が作られました。1973年には、前
回のNHK朝ドラ
「エール」の古関裕而さんが作曲した
「日も風も
星も」
があります。
古関裕而も東京世田谷ロータリークラブの会
員でした。
各国に独自のロータリーソングがあり、世界中で一緒に歌え
るロータリーソングは、
「R︲O︲T︲A︲R︲Y」
のみです。
職業奉仕の理念の実行に役立つものとして、
「4つのテスト」
が
あります。
「4つのテスト」
は、
シカゴのハーバート・テーラーが倒
産寸前の会社を再建する時にモラル向上の指針として1932年
に考えたものですが、
国際ロータリーは、
これを職業奉仕にふさ
わしい、短い職業倫理訓としています。これに曲を付けたのが、
1973年、
相模原南ロータリークラブの水谷さんでした。
ということで、
私の場合は歌詞を覚えることで精一杯ですが、
これからは、歌詞の意味も考えながら歌いたいと思います。ま
た、
「手に手つないで」
を皆さんで輪になって歌いたいものです。
■プログラム

（ロータリー財団委員会）

「ロータリー財団活動について」
野村 文吾 委員長

会 長

長 澤 秀 行

ロータリーは機会の扉を開く

■会務報告
小水 基弘 幹事
①・帯広北RC、1月の例会は休会と致します。
・帯広西RC、1月の例会は、ZOOMにて開催しております。
・帯広東RC、1月の例会は、1月26日（火）のみ開催致します。
・帯広南RC、1月の例会は、休会と致します。
②帯広RC、第5回クラブ協議会開催のご案内
日 時 1月20日（水）午後7時
場 所 ZOOM
出席義務者 理事・役員・各委員長
③7RC合同例会は中止となりましたので、お知らせ致します。
④・帯広南RC、2月1日（月）の例会は、休会と致します。
・帯広南RC、2月8日（月）の例会は、休会と致します。
・帯広西RC、2月11日（木）の例会は、祝日のため休会と致します。
・帯広RC、2月17日（水）の例会は、休会と致します。
・帯広東RC、2月23日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
■委員会報告
・ニコニコ献金
（親睦活動委員会）
1/6（水）分
大野 清徳 会員
本年も帯広ロータリークラブの安全を祈願させていただきまし
た。皆さまのご健康を心よりご祈念申し上げます。
小沢 昌博 会員
新年明けましておめでとうございます。昨年11月に孫が生まれま
した。
初孫で男子でした。
早速小澤建設4代目かと構われております。
1/13（水）分
伊藤 秀敏 会員
本日のプログラムを担当させていただきます。よろしくお願いい
たします。
1/20（水）分
野村 文吾 会員
ロータリー財団委員会の委員長野村です。本日は担当例会です。
私自身が改めて勉強させていただく機会をいただきましてありが
とうございました。よろしくお願いいたします。
小沢 昌博 会員
還暦のお祝いをしていただきまして、ありがとうございました。
南部 謙治 会員
還暦祝い、ありがとうございます。
・前期終了御礼
小沢 昌博 会員 合田 倫佳 会員 高原
淳 会員
河村 知明 会員 讃岐 武史 会員 木野村英明 会員
渡辺喜代美 会員 小水 基弘 会員 長澤 秀行 会員
野村 文吾 会員 及川ゆかり 会員 小田
剛 会員
櫻井 博一 会員 竹川 博之 会員 工藤 大輔 会員
大江
平 会員 栂安 雅満 会員 猿川 陽介 会員
川上 義史 会員 関山 岳大 会員 小林 光樹 会員
・ご本人誕生祝
11月分 脇坂 篤直 会員 千葉 直樹 会員
12月分 小倉
豊 会員 髙橋 弘史 会員 猿川 陽介 会員
大江
平 会員 板谷 圭佑 会員 小田
剛 会員
大和田三朗 会員 髙橋 常夫 会員
1月分 石神 美代 会員 國枝 千秋 会員 奥原
宏 会員
・ご結婚記念日祝
11月分 國枝 千秋 会員 野村 文吾 会員
12月分 石山 直貴 会員 新田
潔 会員 長谷川 賢 会員
梶野宗一郎 会員
1月分 大江
平 会員 関山 岳大 会員
・配偶者様お誕生日祝
11月分 伊藤 秀敏 会員 工藤 大輔 会員 大野 清徳 会員
髙橋 弘史 会員 板谷 圭佑 会員
12月分 栂安 雅満 会員 竹川 博之 会員 飛岡
抗 会員
小水 基弘 会員 木村 裕氏 会員
1月分 猿川 陽介 会員 田守 由宗 会員 髙道
伸 会員
小沢 昌博 会員 大和田三朗 会員 髙橋 久志 会員
奥田
潔 会員
■出席報告
（出席委員会）
1/20例会の報告 会員総数89名 内免除会員2名
出席者数55名 内出席免除会員0名 内Zoom15名
出席率63.2%
■次週プログラム予定
1月27日（水）
「2020−21年度 米山記念奨学会の事業について」
（米山記念奨学委員会）
RI第2500地区米山記念奨学会運営委員会
奨学生選考委員長 讃岐 武史 会員
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