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幹事報告

1
クラブテーマMORE INTEGRITY～より一層の高潔性を～

会長の時間

本庄ロータリークラブ週報

No.59-20第 2798回

金井福則 会長

相川浩一 幹事

バギオだより届いてます。1

ロータリーの友
1月号届いています。

2

職業奉仕月間

　皆さんこんにちは。12月クリスマス例会ではアメリカの
旅のお話を致しました。
　ではアメリカの実業家の中で、最も高潔性を持っている人
は誰なのか！　石油王と言えばロックフェラー、金融王と言
えばジョンモルガン、自動車王と言えばヘンリフォード、鉄
鋼王と言えばアンドリューカーネギーですが、その中で私は
アンドリューカーネギーだと思います。カーネギーは「成功
する方法は必ずあるはずだと思い、成功する方法が解れば社
会が良くなる」と考えました。27歳だった新聞記者のナポレ
オンヒルに「成功する方法をまとめてみないか」と話しかけ
ました。「成功者の資料を全て提供し、彼らを紹介する。ただ
し、掛かった費用は全て自分持ちで、これをまとめる事が出
来れば君は莫大な富を手にすることになる」と話しました。
ナポレオンヒルに返事を求めた時にカーネギーはストップ
ウォッチを押したそうです。ナポレオンヒルは27秒で返事
をしたそうです。　
　カーネギーは、物事を決断する時は、1分以上掛かる人はダ
メなんだと思っており、この時、カーネギーは成功すると確
信したと言っております。
　成功哲学とは「思考」に入れる事だと、要は潜在意識に入れ
る事なのです。潜在意識の氷山の水面上にあるのは12％、水
面下は88％、この88％を使う事が成功に繋がるのです。
　卓球の伊藤美誠や水泳の池江漓花子は小学2年生の時に自
分がオリンピックで金メダルを首に掛けている絵を描いて
いたそうです。この2人は潜在意識に入っています。人間は潜
在意識に早いほど入りやすいのです。しかし、だんだん大人
になるに連れて、社会からそんなに物事は簡単でないとか言
われて、潜在意識に入らなくなってしまいます。
　野球の大谷翔平は高校生時代にカーネギーの成功哲学を
徹底的に学んだと言われております。実行シートを作り、9の
目標を設定し、更に9の項目を設定し81の項目を毎日口に出
して実践したそうです。その中の一つに運を良くする項目が
あり、「ゴミが落ちていれば拾う」とあります。それも全て実
践されています。
　カーネギーは、1835年生まれで、岩崎弥太郎や坂本龍馬
と同じ年生まれで、10歳の時にスコットランドからのアメ

リカへ移民しました。弟2人の5人家族で、二つのパ
ンを家族で分けあった事もある生活だったそうで
す。カーネギーと言えばニューヨークのカーネギー
ホールが有名ですが、オランダのハーグ市に世界平
和のために世界裁判所を寄付されました。私はこの
建物を見た時に涙が出ました。世界平和のために寄
付された建物です。皆さんもオランダに行く機会が
ありましたら是非とも見て頂ければと思います。
カーネギーの墓石には「自分より能力ある人沢山
使った人ここに眠る」とあります。社会の全てを学ぶ
ことは物理的に無理なので、勉強をするのではなく、
自分が必要とする知識を持った人を使うことを考え
た方が良いのかと思います。
　ならば、人を動かす力とは何かと言えば、それは、
高潔性なのです。
　後半もMORE INTEGRITY『寄り一層の高潔性』
を！
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