
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進 行  藤井 仁 SAA 委員 
点 鐘  午後１２時３０分 野村正行 会長   
ソング  ｢奉仕の理想｣「春よこい」 
ソングリーダー 五十嵐敦子 会員 
来訪者  秩父ロータリークラブ 三上一郎 様 
         青少年交換派遣候補生  中村 茜さん 
 
 
〔会長の時間〕   野村正行 会長  
 

 

皆さん今日は。今日、卓話をお願いしました秩父

ロータリークラブの三上一郎様をご紹介致します。

三上様には公私ともにお忙しい中当クラブにようこ

そ御出で下さいました。心からお礼を申し上げます。 
 本庄ＲＣ推薦の第３６期派遣候補生の中村茜さん 
が派遣先国の手続き書類に推薦クラブ会長、幹事の 
サインが必要の為に参りました。今迄オリエンテー 
ションを受けた様子などお話し頂ければと思います。。 ・ガバナーより２００５～０６年度国際ロータリー

第２５７０地区地区大会のＲＩ会長代理に３７

７０地ＰＧの李 在充(イ ジェユン)氏が決定さ

れたとお知らせありました。 

 さて、立春を過ぎてから中中寒暖の差が激しく、 
一行に冬が遠ざかろうとしません。日本海側では、 
今だ雪が降り積もっている状態です。春の遠さにし 
こっていた心に、秋篠宮家の明るいお報せが、日本 
列島をすうっと春風が吹き込んだ、心温まる報せの 
傍らでは、日本社会のあちこちで倫理や規則を平気 
で犯している寒風が、ピューピュー吹き荒れている 
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超我の奉仕 

ことです。これらの問題は只、お金を儲ければよいだ

けで済むものではありません。社会全体が、こうした

モラルを欠いた考えの人達だらけであるとしたら、大

変な事になることは受合いであります。一応認識すべ

き時期に、社会は考え直すことを要求されているので

はないかと思われます。 

 

世界理解月間 
 

卓 話 
｢企業人のモラルと 

秩父ゼロエミッションの立ち上げ｣ 
秩父ロータリークラブ 三上一郎 様  ロータリアンの皆さん、幸いロータリーには職業奉

仕の立派な文句「しみこみ」があります。ふと浮かん

だのが、職業倫理これだと閃いたのです。 
 そこで、何か文献を見た記憶があり捜した処、案の

定ありました。｢まごころの職業奉仕｣であります。発

行者はガバナー金子千侍、１９９５～９６年度国際ロ

ータリー第２５７０地区職業奉仕委員会編でありま

す。職業宣言に則った事柄、職業についての職業奉仕

の実例標語集であります。大変参考になりますのでお

手元にある様でしたらもう一度見直して頂ければと

思います。たまたま秩父ロータリークラブより卓話に

来るとの事で合わせたものでございませんがガバナ

ー輩出した秩父クラブの誇りとする一角をご披露出

来ましたことに感謝致します。 
報告事項 
・２月１３日(月)午後６時３０分より埼玉グランドホ

テル本庄に於いてＩＭ実行委員会の全体会議が開

催され各担当部署の準備のための確認を行ないま

した。 

連絡事項 
・すでにお知らせしてあることですが、２月２１日実

行委員会正副担当者、並びに当日登壇者によるリハ

ーサルを行ないます。 

・２月２３日には出席会員は午前１１時に集合お願い

いたします。尚、ロータリー家族には午後１時～１

０分に集合をお願いいたします。 

・新社会福祉協議会の評議員推薦依頼(１名)が参っ

ております。三宅健吉会員に評議員を引き続きお

願いしたいと思います。 



〔幹事報告〕     温井一英 幹事 
 

 
・国際ロータリーより年次大会の案内が届いていま

す。今年の世界大会は、スェーデンのマルメとデ

ンマークのコペンハーゲンで２００６年６月１

１日～１４日まで行なわれる予定です。 
・本庄市国際交流協会から｢インフォーメーション｣

が届いていまして、『みんなで横浜へ行こう』と

いう事になっています。 
・本日お越しの三上様より秩父の絵葉書を届けて頂

きました。大変素晴らしい｢芝桜と武甲山｣と｢芝

桜の丘｣ですのでご覧下さい。三上様が秩父は良

い場所ですので是非お出かけ下さいとの事です。 
連絡事項 
・４月１６日(日)地区大会の出欠を事務局にお知ら

せ下さい。 
 
 
 
挨 拶   

第３６期派遣候補生 中村 茜さん  
 

 
 皆様今日は。派遣先がブラジルに決定しました。 
Ｄ４７６０地区という場所で、ここは以前本庄ロー

タリークラブからの派遣生の五十嵐 一貴先輩も行

かれた地区ですので、五十嵐先輩にさまざまな事を

聞き情報を集めたいと思っています。 
今までたくさんオリエンテーションに参加した

きましたが、１月のはじめに３泊４日で山形に研修

に行き大変厳しかったのですが、ここでいろいろな

ことを学びブラジルにも日本の文化を伝えてこよ

うと思っています。これからも、どうぞ宜しくお願

いします。 
 
 
 
報告とお願い 

加藤玄静 ガバナー補佐 
 

 

 皆さん今日は。お陰様で世間では姉歯の問題があ

りますが、私達のＩＭに限りましては１２クラブの

会長幹事会でいろいろとアドバイスを頂きながら

当クラブの実行委員会で完璧な基礎工事、建て前が

終わり本体も完成致しました。今は最後の備品をど

のように置くかという様な状態で私が今回一番感

じたことは、今までのＩＭには参加者が百人前後で

したが中身の説明をした結果、会員３００名、ロー

タリー家族が８０名の３８０名がこのグランドホ

テルに入りきれなくなってしまい、いろいろ知恵を

絞ってどうにか収まる形になってきました。 
後は当日、本庄クラブのパスト会長の皆さん方に

ご来賓のご接待をして頂ければ完璧かなあと思っ

ておりますので、当日は１１時に全員集合して頂き、

諸準備、打ち合わせさせて頂きます。今、各クラブ

からいろいろな形で問い合わせがあります。あとは

皆さん方の当日のご協力を宜しくお願いします。 
 又、本日の卓話をして頂く三上様は秩父ＲＣ会長

エレクトで、この方のお話を私が秩父ＲＣに伺った

時聞いて大変感動し、笠原会員から卓話講師の依頼

があった時、真っ先に浮かんだのが三上様でした。 
２３日の参加とパネラーも宜しくお願いします。 
 
 
 
〔ニコニコボックス〕   西村賢次 委員  
 

 
 

(順不同・敬省略) 
 

三上一郎(秩父ＲＣ)様 

 本日はお世話になります。よろしくお願いします。 

 

加藤玄静 

 秩父ＲＣ三上様、本日は卓話ありがとうございま

す。宜しくお願いします。 

 

ＩＭ実行委員会 田中 克 岡崎正六 

 来週の２３日ＩＭの本番です。全メンバーの積極

的なご協力を切にお願いします。 

 

橋本恒男 

 ２／１４待望の初孫が誕生しました。女の子でし

た。 

 

岩本英人 

 明日は遅ればせのバレンタインデー、二人で飲み

たいと思います。 

 

戸谷清一 

 ケーブルテレビは街づくり、開票速報の生中継で

は大変お世話様になりありがとうございました。 



山田龍男   

皆様に大変お世話になりました。背骨骨折のた

め１２／１３より約２ヶ月入院致しましたが、

お陰様で退院出来ましたので宜しくお願い致

します。 

 

斉藤清一 

 本日は早退させていただきます。 

 

 

本日は職業奉仕委員会の卓話です。講師は秩父ＲＣ

の三上一郎様次年度会長です。宜しくお願いします。 

(同文にてご投入頂きました) 
笠原 勝 横尾セツ 茂木 聡 矢島淳一 
福島文江 町田国彦 立石秀寿 小此木昭二 
今泉憲治 野澤章夫 金井直樹 石原輝弥 
春山茂之 杉山淑子 
 
 
来週の２３日は、本庄ロータリー皆様の力を合わせ

素晴らしいＩＭにしましょう。 
(同文にてご投入頂きました) 

戸谷 丈 中村 孝 温井一英 竹並栄一郎 
西村賢次 坂本雄一 金子 弘 岩渕富男 
武井包光 野村正行 下山正男 渋谷修身 
古瀬末雄 中島高夫 松原幹男 内野昭八郎 
萩原達夫 八木茂幸 佐藤賀則 塚越 茂 
岡芹正美 
 

本日投入金額合計 ５４，０００円 
 

 

 

挨 拶       山田龍男 会員 
 

 
 皆さん今日は、いつもお世話になります。１２月

１３日に台所で転倒し背骨を骨折して入院しまし

た。お陰様で退院することができました。皆様とこ

れからも元気で一緒に頑張っていきたいと思いま

す。お世話になりました。 

 

 

 

〔出席報告〕     金井直樹 委員 
 

 

 

メーキャップ数１９枚 

欠席届出者 
 近藤伸侑 沼田恵義 野口光大 
 

 

 

矢島淳一 プログラム委員長 
 

 

 本日の例会企画をご案内します。秩父ＲＣから三

上一郎様に来て頂きました。どうも有難うございま

す。笠原職業奉仕委員長に相談したところ三上様の

卓話をというはこびになりました。 

 

 

笠原 勝 職業奉仕委員長 
 

 
 本日の卓話講師のプロフィールをご紹介します。 

三上一郎様 

 昭和５４年日進陸運㈱設立 代表取締役 

 平成元年㈱日進テクノ設立 代表取締役 

 秩父ロータリークラブ次年度会長 

 趣味：スキー、ゴルフ、狩猟、パソコン 

 

 

卓 話 
 

｢企業人のモラルと 

秩父ゼロエミッションの立ち上げ｣ 
 

秩父ロータリークラブ 三上一郎 様 
 

 
 加藤ガバナー補佐が１１月の職業奉仕月間で秩父

ＲＣ会員の優良従業員表彰の時の私の卓話がきっ

かけでこちらに伺いました。その時にお話しした件

ですが、最近世の中拝金主義と実利主義にまかりと

会員数
出席免除

会員数 

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 出 席 率

 

７７名

 

７名 

 

７０名 

 

５１名 

 

１００％ 



おってしまい本当の商売人の意気込みがどこにい

ってしまったのかという事があり嘆いておりまし

た。近江商人出身の会員が秩父ＲＣの中にいて、｢売

り手良し、買い手良し、世間良し｣の３つを企業理

念というのを聞き素晴らしい事だと思いました。今

どこの企業もＩＳＯを取りいろいろやっていると

思いますが顧客第一、顧客満足の言葉がぴったりの

気がし、その話しをしました。現在、勝ち組だけが

もてはやされていることに問題があります。藤原正

彦氏の本｢国家の品格｣を読みましたら教養や道徳

が失われていると載っておりました。江戸時代に日

本文学が栄えいろいろ開花し明治時代にいきまし

た。その頃の時代が一番良かった、その時代に戻す

べきだと・・・。無常、寂び、惻隠の情という言葉

がありその心を持ち刻みながら商売をしていった

らよいのではと思います。又、人の心の労わり思い

やりがないと商売は出来ないとも思います。 

 今はたくさんのダムがあり、また建設中です。水

は命ですが水を守り災害を防止する為にダムは必

要ではありますが、あまりにも自然破壊をし過ぎて

いますし諸問題もあると思います。自然を取り戻す

時には皆さんご協力ください。 

 今回秩父でゼロエミッション推進事業組合を立

ち上げ、昨年９月に発足し今年の１月から活動開始

しました。目的は秩父から環境保全、循環型社会を

作り上げ、廃棄物の抑制、資源の再使用と再生利用

を図り環境調和型リサイクルを推進しその事業活

動の中から資金を拠出し地域社会に貢献し、将来を

担う地域の子供達に何が出来るか等を第一に考え

ています。ケニアのマータイ女子のいう｢もったい

ない｣の言葉が世間に浸透しています。その言葉の

裏には、人に対する思いやり、慈しみ、労わりそう

いうものが環境教育をやることによって生まれて

くるだろうと感じまして秩父に教育施設建設の夢

を持っています。 

 また、地域ごとにゼロエミッションの推進を考え

て頂ければゴミは無くなりきれいな循環型社会が

できるのかなあと思っています。是非、お願いした

いなあと考えています。 

 企業のモラルは、自分の会社だけが利益を上げる

だけでなく地域の為に何が出来るかだと思います。 

 最後にウェーバーの言葉を披露します。 

『企業人として何をやれば良いかという使命感を

持って頂きたい。目標を実現するための本質を見抜

く力を養って頂きたい。時代を見通す洞察力を持っ

て頂きたい。粘り強くやり遂げるための情熱を持っ

て頂きたい。』と思っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三上様と野村会長 

 
 
 
 
 
ＩＭ実行委員会  田中 克 ＩＭ実行委員長 
 

 

 皆さんお世話になります。連絡させて頂きます。 

 来週２３日はＩＭの本番です。是非、全員のご出

席を頂きたいと思います。以下をお願いします。 

①当日は制服、ネクタイ、バッジ、ネームプレ

ート着用し１１時集合(時間厳守)。 
  ②２１日(火)午後６時３０分より埼玉グラン

ドホテル本庄でリハーサルを行いますの

で実行委員会の正副委員長、並びに当日の

登壇者、関係者は必ず全員ご出席下さい。 
  ③例会終了後、１階のコーヒーラウンジにおい 
   て、正副委員長の打ち合わせ会を行いますの 
   でご出席ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  中島高夫・杉山淑子・岩本英人・笠原 勝・西村賢次 
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