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国歌・ロータリーソング斉唱・黙想
ゲスト・ビジター紹介
第８グループガバナー補佐 関森初義 様
入会予定者 丸山裕司 様
越谷南高校 インターアクトクラブ 植山先生
学生 田中様
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鈴木様
誕生祝

記念月祝

第１８９５回例会
会長挨拶
岩淵秀一会長
今日は、第一例会ですのでロータリーの話をします。
日本から出た二人の国際ロータリー会長
歴代の RI 会長の中には、ポール・ハリスのほかにも、今でも
よく名前を聞<人が何人も
います。ロータリー財団の
生みの親といわれるアー
チ・クランプ。1923 年の関
東大震災のときに、RI から
多大の救援が届きましたが、
そのときの会長で『ロータ
リー通解』の筆者ガイ・ガンディカー。｢四つのテスト｣の草
案者ハーバートテーラー。
『ロータリーモザイク』の筆者ハロ
ルド・トーマス。
RI 会長の名前を挙げれば、次々と浮かんできますが、その中
でも、日本のロータリアンにとって忘れることができないの
が、日本から出た二人の RI 会長、東ヶ崎(とうがさき)潔(き
よし)氏と向笠(むかさ)廣次(ひろじ)氏でしょう。
世界市民東
ヶ崎潔 RI 会長東ヶ崎潔氏は、1968－69 年度 RI 会長で、東京
ロータリークラブ(ＲＣ)の会員でした。ガバナーになったの
が 1957－58 年度です。RI 会長のとき、(参加し敢行しよう!)｣
というテーマを掲げていますが、歴代で最も短いテーマにな
ります。東ヶ崎氏は、1895 年 9 月 24 日にアメリカで生まれ
ています。
RI 会長に就任した 1968 年 7 月号の『ロータリーの友』には、
｢世界市民東ヶ崎潔｣というタイトルで『THE ＲＯＴＡＲＩＡ
Ｎ』からの転載記事が掲載されています。新 RI 会長は 1933
年以降日本に住んでいるが、生まれた地である米国とは深い
絆で結ばれている。
ジョージ・キヨシ・トガサキというその名前も、二つの文化
の影響を表わしているものといえよう。という書き出しで始
まっています。この記事には、詳細に東ヶ崎氏のことが紹介
されていますが、以下にその一部を抜粋して紹介します。大
不況が深刻化した 1932 年に、
ジョージは米国での生活を引き
払い、将来移民法が改正されて家族とともに渡米できる日の
来ることを期して、東京に移住した。日本では、豊かな英語
力と米国とのコネクションを見込まれ、世界教育者会議日本
事務局長、1939 年のニューヨーク万国博覧会コミッショナー
などを務めて国際理解の増進に貢献した。1941 年に始まった
太平洋戦争は、ジョージに深いジレンマを感じさせたが、日
本の当局は彼の誠実さを信じて、ジャパン・タイムズの編集

局長として働<ことを認めていた。
この微妙な時期に彼は日米
両国についての豊富な知識をもって、数多くの好ましからざ
る誤解と溝の生じるのを防ぐよう努めている。
その後ジャパン・タイムズの社長に就任したが、このころ元
ロータリアンであった人々がつくっている水曜会に入会する
よう勧誘された。
日本には 1920 年にロータリークラブが生ま
れていたが、軍部より外国との結びつきを警戒され、1941 年
に解散を命じられていた。しかし会員たちは、ロータリーの
気高い目的と主義を保っていこうとして、毎週水曜日に例会
を開いていたのである。厳重な食糧配給下にあった当時の水
曜会の会員たちは、毎週の例会日にはそれぞれ弁当を持ち寄
って会合していたと、ジョージは回顧している。RI 理事会が
日本のロータリーを RI に復帰させることを決議した当時の
RI 会長は、s.ケンドリック・ガーンジイ(1947－48 年度)であ
る。その翌年の RI 会長アンガス・ミッチェルは理事会と諮っ
て、ロータリー復帰の可能性を調査させるために、時の RI
事務局次長ジョージ R.ミーンズを日本に派遣した。この結果、
戦後の日本における初めての国際奉仕団体として東京ロータ
リークラブが復活したが、ジョージもこのときのメンバーに
その名を連ねている。
ジョージは 1955－56 年度、
東京ロータリークラブ会長に選出
された。その翌年オランダで開かれた国際クリスチャン指導
者会議に出席の途次、サンフランシスコに向かう船上で、フ
ィラデルフィア国際口－タリー大会で講演をしてくれるよう
にとの依頼電報を受け取った。さらにその年はオーストラリ
アのシドニーで開かれた RI の太平洋地域大会で主要講演を
行った。それから 2 年後ニューデリーで
行われたアジア地域大会でも主要講演者として登壇している。
国際人向笠廣次 RI 会長、向笠廣次氏は、大分県の中津 RC の
会員です。 1982－83 年度に RI 会長を務めました。彼のテー
マである(人類はひとつ)｣、そして、1982 年の国際協議会で
の｢世界中の人々はみんないとこ同士なのです｣という言葉は、
今でも好んで使われています。1911 年 11 月９日生まれの精
神科医で、1967－68 年度にガバナーを務めました。向笠氏の
紹介記事のその要旨を紹介します
向笠君は、
国際的にも名を知られた精神科のドクターである。
彼が人類を考えるとき、国籍、肌の色、言語、宗教などによ
る区別には関心がない。あるのは頭脳の機能による幾つかの
性格の分類だけである。
第二次世界大戦直前、世界各国で行われた精神医学の調査
によると、各国における人間の気質、あるいは性格の分類が
その国の人口に対する比率は、ほとんど同一であることが報
ぜられた。向笠君もその調査に参加し。日本の場合の比率も
他国と一致していることを発見した。 さらに人間の考え方
の相似性について、向笠君はいう。どこの国の文学でも音楽
でも、われわれは鑑賞し楽しめる。どこの国民の行為でも美
談はわれわれの心を打ち、
悲しいことはわれわれの涙を誘う。
これは世界中の人間の考えることには差異はないという何よ
りの証拠であり、平和を求める心に変わりはない。
1 人の 20 代後には 100 万人
彼はさらに自分の家族のルーツを考えてみた。彼の長男で今
すでに 3 人の子どもの父親となり、彼の後継者として精神科
医であり、かつロータリアンでもある廣昭君が、子どものと
き、父親に｢僕のおじいさん、おばあさんは何人いるの？｣と

聞き、さらにその前は、その前はと問い続けられ、計算した
結果、10 代前までさかのぼると、1,024 人となり、20 代前に
は 100 万人、30 代前には lO 億人という天文学的数字になる
ことを知った。
この計算は子孫についても同様で、仮にわれわれが 2 人ずつ
子どもを持つとすれば、10 代後に 1,000 人、20 代後には 100
万人、30 代後には 10 億人になる。坊ちゃんとの回答から得
た結果は、
人類は疑いもな<ひとつの大きな家族であるという
ことであった。
向笠君は、彼の前任者スタン会長の、｢ロータリーを通じて、
世界理解と平和を｣のテーマを全幅的に支持し、
それらを阻む
不信と積疑とを取り除<ために、
ロータリーの持つあらゆるプ
ログラムを通じ、友情の橋をかけることは必ず実現できると
主張している。いかがでしょうか。日本のロータリーから偉
大な二人の RI 会長が出ています。向笠廣次氏が RI 会長にな
って 30 年以上が過ぎました。三人目のＲＩ会長は、皆さん良
くご存知の八潮ロタリークラブ出身の田中作次会長でありま
す。以上、会長挨拶と致します。
幹事報告
二川雅之直前幹事
１．第８回定例理事会の決議報告
①２月３月のプログラムが承認されました。
②クラブ上半期の会計報告があり、承認されました。
③韓国学生受入の収支報告が承認されました。
④台中南区扶輪社表敬訪問の予算案が承認されました。
⑤グラウンドゴルフ大会の予算案が承認されました。
⑥古希のお祝いの会の実施をすることが承認されました。
⑦ハイキング同好会の収支報告が承認されました。
２．ロータリーの友とガバ
ナー月信が届いています。
３．ロータリーの友事務局
より、ロータリー手帳お買
い上げのお願いが来ていま
す。
４．２０１３年リスボン国
際大会第２７７０地区ガバナーイベントの案内を頂いていま
す。
５．ガンバレアイバンクＤＶＤの送付と腎アイバンク・献眼
賛助会員登録のお願いが来ています。
６．リスボン国際大会の参加者への進捗状況説明会を本日例
会場で行います。
委員会報告
◇広報雑誌委員会
加藤修子委員
地区大会の記事やバナー紹介など、興味深い記事がたくさ
んありますので、お読みください。
◇会計報告
会計・赤松則宏会員
詳細は別紙資料をご覧ください。
◇監査報告
監査・中野忠茂会員
会計の執行は適切に行われております。
◇新世代委員会
野呂田昭仁委員長
本日ゲストとしておいで頂いている越谷南高校インターアク
ト部のみなさんに助成金をお渡しいたします。

越谷南高校の皆さんようこそ。ちなみに私、越谷南高校の校
医してます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤
今日一日楽しく・・・・・・・・・・・・・・・池田（節）
誕生祝いありがとうございます・染谷、岡田、大熊、中村
結婚祝ありがとうございます・・・・・吉田、中野、遠山
誕生祝ありがとう・・・・・・・・・・・・・・・・斎藤
庭の梅が咲きました・・・・・・・・・・・・・・・糸賀
遅刻しました。すみません・・・・・・・・仁多見、濱野
出席報告
例 会
会

◇親睦委員会
清村勝之委員長
岩渕会長と深井パスト会長の古希祝いを３月２３日に開催い
たします。詳細は追ってＦＡＸ致します。
卓話「新会員卓話」
池田節子会員
（インタビュー形式で）
Ｑ．お誕生日を教えてください
Ａ．１０月２０日・てんびん座
Ｑ．お仕事はどんなことをされていますか
Ａ．レインコートなどの洋服の製造販売をしています。
Ｑ．趣味を３つ教えてください。
Ａ．お茶・お花・ショッピング
Ｑ．今興味のあることは何かありますか
Ａ．ロータリーの活動にどの程度参加できるか考えながら頑
張っています。
Ｑ．好きな食べ物・嫌いな食べ物を教えてください。
Ａ．日本食が好きです。ギンナンは食べられません。
Ｑ．座右の銘はありますか
Ａ．生涯青春です。
Ｑ．ロータリー活動に参加しての感想を教えてください。
Ａ．皆さんの活動を見ながら後をついていく気持ちで頑張っ
ていきたいと思いました。
Ｑ．今後の目標はありますか。
Ａ．早く皆さんのお顔を覚えられるように頑張ります。
スマイル報告
インターシティミーティング、ロータリアンのみならず地域
の方々の参加をお待ちしています・・・・関森ガバナー補佐
ガバナー補佐ようこそ・・・・・・・・・・・・・・・神谷
丸山様、関森ガバナー補佐ようこそ・・・岩渕、小林（光）
越谷南高校の皆様ようこそ・岩渕、染谷、佐藤、清村、赤松
池田さん卓話ありがとうございます
・・・・・・・加藤・小林（光）
、石塚、中島
お客様ようこそ・・・深井、中島、浅水、池田（玄）
、二川
荒井、飯泉、瀬尾、本田、齋藤、水町
お客様ようこそ。誕生月・結婚月の皆さんおめでとうござい
ます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石野
お客様ようこそ。丸山さん入会待ってます・・吉田、石田
丸山裕司さんようこそ・・・・・・・・・・・・・・赤松
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――――― クラブプロフィール ―――――
☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
☆例
会
日 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
☆例会場・事務局 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp
☆クラブホームページ
http://www.koshigayasouth-rc.jp
あるいは越谷南ロータリークラブ で検索

