
例     会 

オープンロータリー 

■ 開会点鐘 

■ 国歌斉唱

■ ロータリーソング「手に手つないで

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様こんにちは。本日は、オープンロータリーということで沢山のお客様がお見えになっていま

す。皆様方には本日は、ようこそ当クラブにお越しいただきました。大歓迎です。本日は、この後、

当クラブ輩出の柳生直前ガバナーに「ロータリーの魅力」について卓話をお願いしてございます。

大いに楽しんでお帰りいただければと考えています。よろしくお願い致します。

さて、ロータリーの奉仕活動の原点は、職業奉仕であり、職

しの考えに通ずるものがあるといわれています。すなわち「売り手よし、買い手よし、世間よし」

です。 

先ごろ、ある冊子を読んでいたところ、宮沢賢治の「農民芸術概論綱要」の一節で「世界全体が

幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」ということが紹介されていました。宮沢賢治とい

えば農民をモチーフにした童話作家であり仏教家でもありますが、このことは要は、私たちは、一

人一人が別々に生きているように見えますが、実は見えない世界でつながっていることをいること

を示しているのであって、他人が

るのだと思います。 

ロータリーと宮沢賢治は、ある意味共通するところがあるのかも知れない。

「他人事」と思えることでも常に自分のことかも知れないと思えるような心配りが必要なのかも知

れません。本日は、この後、柳生直前ガバナーにロータリーの魅力をたっぷりと話していただかな

ければなりません。この辺りで終わらせていただきます。

お 客 様 

石川の森づくり推進協会

柴電気工事 株式会社 

太陽重車両株式会社 

高尾社会保険労務士事務所

池辺奏土地家屋調査士・社会保険労務士事務所所長

株式会社 絹川商事 

株式会社 絹川商事 （金沢東
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手に手つないで」 

皆様こんにちは。本日は、オープンロータリーということで沢山のお客様がお見えになっていま

す。皆様方には本日は、ようこそ当クラブにお越しいただきました。大歓迎です。本日は、この後、

当クラブ輩出の柳生直前ガバナーに「ロータリーの魅力」について卓話をお願いしてございます。

大いに楽しんでお帰りいただければと考えています。よろしくお願い致します。

さて、ロータリーの奉仕活動の原点は、職業奉仕であり、職業奉仕の理念は、近江商人の三方よ

しの考えに通ずるものがあるといわれています。すなわち「売り手よし、買い手よし、世間よし」

先ごろ、ある冊子を読んでいたところ、宮沢賢治の「農民芸術概論綱要」の一節で「世界全体が

幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」ということが紹介されていました。宮沢賢治とい

えば農民をモチーフにした童話作家であり仏教家でもありますが、このことは要は、私たちは、一

人一人が別々に生きているように見えますが、実は見えない世界でつながっていることをいること

を示しているのであって、他人が不幸で、自分だけ幸福だということはあり得ないことを示してい

ロータリーと宮沢賢治は、ある意味共通するところがあるのかも知れない。

「他人事」と思えることでも常に自分のことかも知れないと思えるような心配りが必要なのかも知

れません。本日は、この後、柳生直前ガバナーにロータリーの魅力をたっぷりと話していただかな

ければなりません。この辺りで終わらせていただきます。

  事務局長  山本

  代表取締役社長  黛

  代表取締役社長  水谷

  代表   高尾

池辺奏土地家屋調査士・社会保険労務士事務所所長 池辺

  専務取締役  絹川

（金沢東 RC)  代表取締役社長  絹川
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皆様こんにちは。本日は、オープンロータリーということで沢山のお客様がお見えになっていま

す。皆様方には本日は、ようこそ当クラブにお越しいただきました。大歓迎です。本日は、この後、

当クラブ輩出の柳生直前ガバナーに「ロータリーの魅力」について卓話をお願いしてございます。

大いに楽しんでお帰りいただければと考えています。よろしくお願い致します。

業奉仕の理念は、近江商人の三方よ

しの考えに通ずるものがあるといわれています。すなわち「売り手よし、買い手よし、世間よし」

先ごろ、ある冊子を読んでいたところ、宮沢賢治の「農民芸術概論綱要」の一節で「世界全体が

幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない。」ということが紹介されていました。宮沢賢治とい

えば農民をモチーフにした童話作家であり仏教家でもありますが、このことは要は、私たちは、一

人一人が別々に生きているように見えますが、実は見えない世界でつながっていることをいること

不幸で、自分だけ幸福だということはあり得ないことを示してい

「他人事」と思えることでも常に自分のことかも知れないと思えるような心配りが必要なのかも知

れません。本日は、この後、柳生直前ガバナーにロータリーの魅力をたっぷりと話していただかな
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結婚記念月・誕生月祝い 

誕生：下原様、松井様、中村啓二郎様

結婚：中村俊昭様、榎本様、

幹 事 報 告 

織部 秀一 幹事 

来週の例会の卓話は本日もご来訪くださっている金沢東

会社 絹川商事代表取締役社長絹川

市民協働のまちづくり」です。 

卓   話 

直前ガバナー 柳生 好春 様

「ロータリーの魅力～人は人によって磨かれる～」

オープンロータリーということで、お忙しい

お越しいただきありがとうございます。私がロータリークラブに入

会したのは 38 歳、1990 年です。偶然出会った社長さんに勧められま

した。当時、ロータリークラブやライオンズクラブとい

方々が所属しているところというイメージがありリスペクトしてい

ました。そこに誘っていただいたということで名誉に感じ、すぐに入会しました。

とはいえ、皮膚感覚でロータリーがわかるためには

て、理解できるようになりました。最初は実は人見知りで食事をしにくるだけみたいな感じだった

のです。 

現在の各ロータリークラブの平均年齢は

近年若い会員さんがたくさん入会され、この会場に入ってくるとたんに活力を感じます。

最近ロータリーを全く知らない人にロータリーを説明するためにボイスという

を謳っています。それは賢明さ・思いやり・粘り強さ・行動を促す力というものです。その中でも

粘り強さは非認知能力といって、

があってもこれがなくても物事が成就しないからです。

賢明さといえば、ロータリーは

士で成り立っていますから、多面的なものの見方ができます。会社の寿命というものは以外に短い

ものですが、ロータリーはそのようなバックボーンを基に
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誕生：下原様、松井様、中村啓二郎様

舟元様、中島様、吉田康志様 

来週の例会の卓話は本日もご来訪くださっている金沢東 RCの株式 

絹川商事代表取締役社長絹川 善隆 様の「野々市市における 

様

「ロータリーの魅力～人は人によって磨かれる～」

オープンロータリーということで、お忙しい中、大勢のお客様に 

お越しいただきありがとうございます。私がロータリークラブに入

年です。偶然出会った社長さんに勧められま

した。当時、ロータリークラブやライオンズクラブといえば名士の 

方々が所属しているところというイメージがありリスペクトしてい

した。そこに誘っていただいたということで名誉に感じ、すぐに入会しました。

とはいえ、皮膚感覚でロータリーがわかるためには 10 年間かかったかと思います。幹事を経験し

て、理解できるようになりました。最初は実は人見知りで食事をしにくるだけみたいな感じだった

現在の各ロータリークラブの平均年齢は 65 歳ぐらいでしょうか。当クラブは

近年若い会員さんがたくさん入会され、この会場に入ってくるとたんに活力を感じます。

ロータリーを全く知らない人にロータリーを説明するためにボイスという

賢明さ・思いやり・粘り強さ・行動を促す力というものです。その中でも

教育現場でも盛んに重要なことだといわれています。

があってもこれがなくても物事が成就しないからです。

は 200 の国と地域のネットワークに広がってお

士で成り立っていますから、多面的なものの見方ができます。会社の寿命というものは以外に短い

ものですが、ロータリーはそのようなバックボーンを基に 120 年の長く揺るぎ

2017 年 3 月 1 日（水） 

金沢国際ホテル」 

した。そこに誘っていただいたということで名誉に感じ、すぐに入会しました。

かと思います。幹事を経験し

て、理解できるようになりました。最初は実は人見知りで食事をしにくるだけみたいな感じだった

。当クラブは 57 歳ぐらいです。

近年若い会員さんがたくさん入会され、この会場に入ってくるとたんに活力を感じます。

ロータリーを全く知らない人にロータリーを説明するためにボイスという 4 つのキーワード

賢明さ・思いやり・粘り強さ・行動を促す力というものです。その中でも

教育現場でも盛んに重要なことだといわれています。いくら能力

広がっており、多くのプロや名

士で成り立っていますから、多面的なものの見方ができます。会社の寿命というものは以外に短い

ぎない歴史を築いてい



ます。 

ロータリーはもう一つの有名な奉仕団体と比較されることも多いのですが、こちらがより古く格

式があり、世界でも日本でも県内でも、有

すが、もう一つの団体は直接的で明確な社会奉仕

敬すべき立派な活動だと思っております。

ど、最近でこそ広報活動を積極的に行うようになっていますが、ひっそりと目立たないように陰徳

を積んできたわけです。ポリオの撲滅は紛争地帯から消えることがないと言われています。それで

もロータリーは果敢に取り組んできました。粘り強さです。ポリオの撲滅の暁にはノーベル平和賞

が与えられるのではないかと噂されるほどです。

ロータリーの 5大奉仕の中で、一番大事なものは

何かという議論があります。他人のために何かしたい

とい崇高な理念をもって入会してくる方は少ないので

はないでしょうか。経営者としての

で、能力に磨きをかけて、成長して

ーなのです。ですから、余力をもって、

社会奉仕・世界奉仕・青少年奉仕の順番で満ちていく

のではないかなあと個人的には感じています。

もちろん国際ロータリーの歴代の会長は富豪も多く、キリスト教の考え方に根ざした「奉仕」に

価値を置かれる方が多くいます。しかし

ている、このような労働観を持った

は非常に大事な概念だと思います。

もちろん仲間を増やしていかないと活動が衰えてしまうので広報活動をしなければならないので

すが、日本人としてはひっそりやるのがかっこいいなと思っています。

ロータリー活動と仕事は重なり合

る人で事業が成功した人はいない

仕事がこけてしまう人が多いとい

仕事も一生懸命やるのです。アイデア

ますネットワークが広がっていき

かで得られるのです。人は人によって

ネットワーク理論の社会学者の

と研究の上発表しましたが、ロータリー

人間関係の共同体のなかで、自分

です。しかも異業種の地域を代表

せん。自分を磨く最高の場です。

であり、人生に役に立つ場所です。

今日はご清聴ありがとうございました
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もう一つの有名な奉仕団体と比較されることも多いのですが、こちらがより古く格

式があり、世界でも日本でも県内でも、有名な方がたくさん会員になっています。また活動内容で

で明確な社会奉仕をすることを目的にしています。

敬すべき立派な活動だと思っております。一方ロータリーは、留学生の支援やポリオの撲滅活動な

ど、最近でこそ広報活動を積極的に行うようになっていますが、ひっそりと目立たないように陰徳

。ポリオの撲滅は紛争地帯から消えることがないと言われています。それで

もロータリーは果敢に取り組んできました。粘り強さです。ポリオの撲滅の暁にはノーベル平和賞

かと噂されるほどです。

大奉仕の中で、一番大事なものは

他人のために何かしたい

とい崇高な理念をもって入会してくる方は少ないので

はないでしょうか。経営者としての、七転八倒するなか 

ていく場がロータリ 

余力をもって、職業奉仕・ 

社会奉仕・世界奉仕・青少年奉仕の順番で満ちていく

ではないかなあと個人的には感じています。

もちろん国際ロータリーの歴代の会長は富豪も多く、キリスト教の考え方に根ざした「奉仕」に

価値を置かれる方が多くいます。しかし日本を顧みれば、天照大神は神様でありな

った民族なのです。ですから日本のロータリーにとっては職業奉仕

は非常に大事な概念だと思います。

もちろん仲間を増やしていかないと活動が衰えてしまうので広報活動をしなければならないので

すが、日本人としてはひっそりやるのがかっこいいなと思っています。

重なり合うものです。私の無二の親友がかつて、ロータリー

いと言いました。仕事を放りだして、ロータリー

いうのです。そうではないのです。ロータリー

アイデアや人脈が生まれてくるのです。地区など

きます。人が共同体の中で生きていく知恵は、

ってしか育たないのです。 

のベッカーは「ゆるやかなつながりほど有益な

ロータリーとはまさにそのような感じです。 

自分の居場所を見つけるには勉強や読書ではな

代表する方が集まった場であればこれ以上素晴ら

仕事とロータリーは決して対立しません。仕事

。ぜひこの価値をともにお感じになっていただ

清聴ありがとうございました。 

2017 年 3 月 1 日（水） 

金沢国際ホテル」 

もう一つの有名な奉仕団体と比較されることも多いのですが、こちらがより古く格

名な方がたくさん会員になっています。また活動内容で

をすることを目的にしています。それはそれで尊

一方ロータリーは、留学生の支援やポリオの撲滅活動な

ど、最近でこそ広報活動を積極的に行うようになっていますが、ひっそりと目立たないように陰徳

。ポリオの撲滅は紛争地帯から消えることがないと言われています。それで

もロータリーは果敢に取り組んできました。粘り強さです。ポリオの撲滅の暁にはノーベル平和賞

もちろん国際ロータリーの歴代の会長は富豪も多く、キリスト教の考え方に根ざした「奉仕」に

天照大神は神様でありながら、機を織っ

日本のロータリーにとっては職業奉仕

もちろん仲間を増やしていかないと活動が衰えてしまうので広報活動をしなければならないので

ロータリーをやってい

ロータリーをやっていたら、

ーを一生懸命やる人は

どの活動にでるとます

、人とのかかわりのな

な情報が入ってくる」

なく、人と交わること

らしいところはありま

仕事にも役に立つもの

だきたいと思います。



ニコニコボックス

齊藤 邦博 様 

卓上の花：菜の花  花言葉：快活

卓上の花：上田様、松田様 

金沢東 RC 絹川善隆様 

 この度オープンロータリー

 の発展にこれからも力

舟元 オープンロータリーに

 お楽しみください。結婚

織部 本日はオープンロータリー

 です。 

石澤 オープンロータリー

 とうございました。

本田 オープンロータリーに

 ます。早退してスミマ

織田 本日のご来訪の皆様よ

松田 オープンロータリー楽

下原 今日はたくさんのお客様

 3 月 21 日で 47 歳にな

中川 オープン RC にようこ

柳川 オープンロータリーに

中村俊昭、吉田康志、中村啓二郎、

本日の収入額 45,000 円 累計

4つのテストの唱和 

瀬村 隆治 様 
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快活さ 

オープンロータリー例会にお誘いいただき誠にありがとうございま

力をあわせニコニコと笑顔で頑張っていきま

にご出席の皆様ようこそお越しいただき有難う

結婚記念祝いありがとうございました。 

オープンロータリー例会にたくさんの方をお迎えすること

たくさんのご参加、盛大で良いですねえ。柳生

オープンロータリーに参加いただいた皆様これを機会に縁が深ま

スミマセン。 

ようこそお越しくださいました。 

楽しんでください。 

客様にお越しいただきありがとうございまし

なります。 

こそ。入会お待ちしております。 

オープンロータリーにようこそ。 

、松井、上田、松岡、山口、齊藤 

730,350 円

2017 年 3 月 1 日（水） 

金沢国際ホテル」 

とうございました。野々市 

ます。 

有難うございます。どうぞ 

とができとても光栄 

柳生さん、卓話ありが 

まることを期待してい 

した。おかげさまで 

写真：柳川 


