
 

  

 
 

■ ロータリーの友地区代表委員 梶間順子様様 (浦和中RC) 

 
 

 

皆様、こんにちは。久しぶりに暑い週末を過ご

して私もずいぶんと日焼けしました。 

さて、本日は渋沢栄一のお話をします。渋沢栄

一さんは江戸時代の末期に深谷で生まれまし

た。生家は藍玉という藍染の染料で財を成した

豪商でした。彼のご両親、父親の方はずいぶんと

細かい事に気が付く人だったようです。そして

母親は慈愛に満ちた人で困った人が居ると自分の衣服をも与えたり、自

分が食べなくても人に食べさせてしまう人物だったようです。正に『論

語と算盤』倫理感と数値管理に長けた渋沢栄一が育つ土壌のルーツで

す。 

渋沢栄一は 7歳の時から論語を学びます。先生は従兄弟の尾高惇忠。驚

くべきは17歳の尾高惇忠が7歳の渋沢栄一に論語を教える。何と江戸時

代の日本人の教養の高さ！今の日本の高校生が小学生に論語を教える

なんて考えられますか？ 

明治維新が必然であった一つの証ではないでしょうか。若い渋沢栄一は

尊王攘夷の志士でしたから幕府のお城を攻めて暗殺する計画を立てま

す。しかし目論見は露見して失敗に終わります。彼の天運の良さはここ

で処刑されてもおかしくないのに何と幕臣として取り立てられるので

す。使節団として福沢諭吉などと一緒に行ったヨーロッパ視察旅行で彼

は衝撃を受けます。そこでは侍と商人が対等に話し合っているではあり

ませんか。当時の日本では考えられない光景です。その姿に感動した若

き渋沢栄一はお金がお金を生み出す銀行の仕組みなど様々な事を学び

ます。そして実業家として 500 もの企業、600 を超える社会福祉事業を

成し遂げるのです。後に必要だから作った、と申しております。例えば

銀行を作ったら紙を刷るから印刷会社が必要だよね、それを運ぶ道路が

必要だから建設会社作ろう、といった風に増えていったそうです。彼の

思想に『道徳経済合一』というのがあります。『道理と事実と経済は一

致する』『国の富をなす根源は社会の基本的な道徳を基盤とした正しい

素性の富！そうでなければ永続出来ない』とも申しております。実際に

渋沢栄一の作った企業は 100 年以上経った今でも殆ど潰れていません。

また彼は論語と算盤の中で『商業道徳』なるものを説いています。『善

意の競争と悪意の競争がある』 

『良心に従った正真正銘の商売には基本的に機密はない！『虚偽、不正、
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悪勘定、私利私欲』とした上で『国家に必要であり道

理と一致する事業を合理的に経営するなら小規模で

も心は常に楽しい』とも説きました。そして人材育成

への視点として適材適所を挙げています。『人を道具

にして自家の勢力を築こうという私心は毛頭ない。

適材が適所で働きなんらかの成績をあげる事はその

人が国家社会に貢献する本当の道である。それは私、

渋沢が国家社会に貢献する道ともなるのである。』こ

のように仰いました。明日は私が設営側の渋沢栄一

の勉強会が ZOOM にてございます。もちろん無料です

のでご興味のある方はご参加ください。 

そして、本日は梶間順子様より公共イメージの卓

話がございます。ぜひロータリーの友への掲載に繋

がるポイントをご教示頂きたいと思います。それで

は皆様、本日も宜しくお願い致します。 

 

 
 

1. 地区より、『職業奉仕部門セミナー』ZOOM開催の

入室の案内が届きました。 

 ・日 時  10/9( 土 ) 13:30 ～ 

菊池和彦職業奉仕委員長、斎藤

公司職業奉仕副委員長が申込み

済みです。 

 ミーティングID  

  880 2348 8151   

 パスコード 2770 です。 

2. 地区より、『RLIパートⅠ』ZOOM開催の入室の案内

が届きました。  

 ・日時 9/25(土) AM9:30開会 PM17:00 閉会 

 藤田恵子IT委員長 小泉真悟青少年奉仕理事が申

込み済です 

 ミーティングID  

 829 1648 9832   

 パスコード 963259 です。 

3. 第4G三枝和男ガバナー補佐より、第1～第4Gの会長

に、『さいたま市長表敬訪問』の案内が届きました。 

 ・日時 9/27(月)PM14:30～  

 ・場所 市役所本庁舎 4Fエレベーター前 

4. 第1～第4Gガバナー補佐より、『埼玉県知事表敬訪

問』の案内が届きました。 

 ・日時 10/27(木)PM13:30～PM14:00  

 ・場所 後日連絡 

5. 地区補助金申請について、遠藤光治地域社会奉仕

委員長より改めて、発電機・ゲーム機・プロジェ

クター・スクリーンを贈呈するべく、申請書を提

出しました。詳細は後日。 

6. 第4G三枝ガバナー補佐より、『第1回IM実行委員

会』の案内が届きました。 

 ・日時 10/7(木)PM18:00～  

 ・場所 浦和コミニティセンター 第9集会室  

 加藤哲男IM実行委員出席予定 

7. 第4G三枝ガバナー補佐より、『第6回会長・幹事

会』の案内が届きました。 

 ・日時 10/22(金)PM18:00～  

 ・ZOOM開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

◆京野新悟理事 

皆様のお手元に届いているかと

思いますが、10月15日(金)二木屋

さんに於いて、16時40分から午後8

時まで、薪能の鑑賞例会を予定し

ています。25名が定員となってお

りますので、会員・ご家族の方の

ご参加を宜しくお願い致します。

山形照之会員より、二木屋さんのパンフレットをお持

ちいただきましたので、見にくいかもしれませんが、

ご覧ください。来年は「雛祭り」を行うようです。 

 

◆阿津澤清親睦委員長 

 薪能例会の日の集合時間と行く

方法を後日、打合せして会員皆様

にお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 増渕 明幹事 

本日の例会進行役 飛田美佐子会員   

委員会報告  
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卓話者紹介 

◆萩原満久公共イメージ委員長 

 梶間順子様には、我がクラブ創

立35周年記念式典の司会役を清水

常三会員と共に努めて頂きまし

た。お蔭様で式典の進行がスムー

ズに進み、終始ご来訪の皆様から

拍手喝采の内に式典・懇親会が終

了出来ました。有難うございました。  

 

卓話者プロフィール 

梶間順子(アナウンサー)・浦和中RC 
1999年6月入会 地区会員増強部門委員長 
2011～12年   浦和中RC幹事 
2012～13年 (田中年度) 浦和中RC会長 
2013～14年 第1グループガバナー補佐幹事 
2016～17年 地区広報部門委員長 
2018～19年 地区会員増強維持部門委員長 
2019～20年 地区公共イメージ部門委員長 
2020～22年 ロータリーの友地区代表委員 
2017年～  RLI.ディスカッションリーダー 
2020年～  米山奨学生選考委員 

 
 
 
 

卓 話  

◆梶間順子様 ロータリーの友地区代表委員 
皆さん、こんにちは。今日は、お声かけして頂

き、有難うございます。岩槻東ロータリークラブ

さんには、久し振りにお邪魔させて頂き、35周年

記念式典には、司会役をやらせて頂きました。 

その節は大変お世話になりました。ご一緒させて

頂いた清水常三さんも、本日はお見えになってお

られる様ですが、田中徹夫パストガバナーの姿が

見られないのが、何とも寂しく思います。 

私は、今「ロータリーの友地区代表委員」をや

らせて頂いて

おります。 

実はこの役を

頂くまでは、

ロータリーの

友誌を余り良

く読んでおり

ませんでした。しかしこの役を頂いてからは、全

部読まなければならないと云う使命がありますの

で、読んでみると何と素晴らしい事が書いてある

事に気付かされました。そして、コロナ禍の今、

他のクラブでは、どの様に例会を行っているの

か…? どんな活動をやっているのか…? 等々、興

味を持つ様になりました。そして、他のクラブの
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本日のテーマ 外部卓話 

ロータリーの友地区代表委員 梶間順子様 
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皆さんもこの新型コロナ禍、様々の悩みを持って

おられる事が解りました。私自身もいろいろと悩

みました。 

実は、私のクラブも会員卓話で、今現在、ロー

タリーを続ける訳、その理由、やめる事も視野に

入れている、等色々なことを聞く事が出来まし

た。そんな時にロータリーの友誌を読んで頂き、

参考にして頂く事が良いと思います。全国の会員

その他の方々の大切な体験談や感想文など、参考

になる事が沢山掲載されております。 

さて、ロータリーの友地区委員の仕事ですが、

友誌を全部読むこともそうですが、毎月3,000文

字の原稿を提出する事、等他にも色々な仕事が課

せられます。初めは苦痛に感じましたが、今では

次第に楽しく感ずる様にもなりました。 

私がロータリーに入った20年前には、ロータ

リーの友誌の中身が難しい・判りにくい感じが致

しましたが、今では、「ポールハリスの一生」を

描いた漫画や大人のお洒落男性・女性バージョン

のコーナー・解り易いロータリー用語についての

クイズ形式のもの・その他楽しみながら読める中

身に代わってきています。 

9月号には、井原パストガバナーの文章や、私

の文章も座談会形式で掲載されておりますので、

是非ご覧いただきたいと思います。ロータリーの

友誌ＱＵＩＺ(クイズ)より、初版は1953年今から

68年前の発刊となり、当時アメリカで発刊された

プレイボーイ誌と同年になります。又、「ロータ

リーの友」と名付けられたのは、「主婦の友」を

参考に名付けられたと言われております。価格は

1冊現在は200円ですが、1975年以来1冊50円→100

円→150円→200円となり、今も1冊200円で据え置

きとなっております。 

又、ロータリーの友への投稿はロータリアンと

ロータリー家族と事務局員の方のみが記事を掲載

できる様になっております。 

 ロータリーの友には、広告は掲載できます。そ

して、ロータリーの友は全国にある書店では購入

できません。ロータリーの友事務所のみからしか

購入出来ません。又、ロータリーの友に投降した

原稿は必ずしも100％掲載されるとは限りませ

ん。さまざまな要因で、頂いた現行の掲載を見送

ることがあります。掲載されるポイントは「ロー

タリーの友 手引書」に掲載しています。原稿の

書き方、写真の撮り方を参考にしてください。 

新型コロナウイルスの世界的流行は、ロータリー

にも大きな打撃を与えました。例会どうする? 奉

仕活動どうする? 地区の活動は? 等さまざまな不

安を抱えながらも、ロータリーは新しく繋がる方

法を見つけ出しました。「友」は、コロナ禍にお

いても、日本のロータリーが止まる事なく工夫を

凝らして、沢山の活動をしている事を伝えていま

す。そして悩みの声も届けてきました。現状を知

る事はロータリーを見つめ直す機会にもなりま

す。今の状況は読者に雑誌の意義や重要性を感じ

てもらえる好機になるのではないでしょうか? 今

後、試練を乗り越えたロータリーがどう進化して

いくのか、友地区代表委員としても「友」誌を通

して考えたいし、会員にも感じてもらいたいと思

います。 

「友」の役割は大きいです。(一部、ロータリー

の友誌を抜粋させて頂きました。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

9/21免除 
3名 

25 
(3) 

21 
(1) 2 0 95.45% 

8/31修正 

免除3名 
25 
(3) 

21 
(1) 4 2 90.91% 

出席報告  


