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「ロータリーは機会の扉を開く」
Rotary Opens Opportunities

2530

第 3223 例会（28号）　2021 年４月８日（木）晴

ガバナー補佐卓話SPEECHガバナー補佐卓話SPEECH

例会の最初にロータリーソング唱和がありますが、
実はロータリーソングは正式にはクラブ定款細則にも「歌え」とは
書いてありません。では、この習慣はどこから生まれたかご存知で
しょうか。また、どんな理由なのかお話したいと思います。
　ちなみに、世界のロータリークラブの中で公式なロータリーソン
グは何曲位あるかご存知でしょうか。144 曲であります。では、日
本では何曲位あるかご存知でしょうか？これは日本人作詞・作曲の
曲でございます。その数はと言いますと、公式にはハンドブックの
中に 25 曲の記載がありました。クラブソングを独自に作っているク
ラブがあるそうですが、把握しきれていないのが現状です。県内では、
私の知るところ福島南が独自に作られています。
　さて、本題に入ります。ロータリーソングの発端と理由ですが、
1905 年と言いますとどなたもお分かりと思いますが、シカゴロータ
リーが創立された年です。当時、ポール・ハリス氏を筆頭に、彼の
顧客の石炭商シルベスター・シール氏、鉱山技師のガスター・バス
ロア氏、洋服生地商ハイラム・ショーレイ氏の４人で第１回の会合
が開催されました。その２年後、シカゴロータリーは会員が増えた
ことにより、派閥争いが起こってしまい、日々激論が続き、クラブ
内は危機的な状況になったそうです。出席率も低下するという最悪
な事態が起こりました。
　時の親睦委員長で医師のウィリアム・ネフ氏は「このままではク
ラブは崩壊する。君が毎週立ち上がり、楽しく歌ってこの危機を救っ
てくれ」と印刷屋のハリー・ラグルス氏に懇願しました。ラグルス
氏は当時の流行歌を何曲か音頭を取って歌いました。それ以来、こ
の理由だけではないと思いますが、クラブは危機を免れました。何
年も続き、例会での合唱はロータリーの伝統となりました。しかし、
欧州・南米・アジアではロータリーソングは歌われていません。
　日本はと言いますと、東京ロータリー設立当時、英語のままロー
タリーソングを歌っていました。しかし、徐々にクラブ数・会員数
が増え、日本独自のロータリーソングを求める声が高まり、1935（昭
和 10）年、京都における地区年次大会において、公募の中から「奉
仕の理想」「我らの生業」「旅は道ずれ」「平和を人の世に」が発表され、
現在に至っております。「奉仕の理想」は作詞が京都 RC前田和一郎
氏、作曲が東京 RC萩原栄一氏によるものです。特に「奉仕の理想」
はハワイ国際大会の会場で、日本人の参加者が大合唱をするという
微笑ましい場面もありました。この時すでに、病床であった作詞家
の前田氏が感激したというエピソードがあります。
　歌詞の原詩は「御国に」ではなく、「世界に」捧げんであったので
すが、当時のガバナー村田章蔵氏は愛国心が特に強く、新ソングに
当たり「世界に」の部分を「御国に」に変えるよう要請し、泣く泣
く作詞者前田氏が「御国に」に変えた経緯があると記載されています。

国際ロータリー第 2530 地区
いわき分区ガバナー補佐
� 林　　　義　功 様（いわき内郷ＲＣ）

　現在、日本ロータリーソングの中で最も多く歌われている「奉仕
の理想」は 1936 年、「我々の生業」は 1935 年、「手に手をつないで」
は 1951 年、「それこそロータリー」は 1953 年。「４つのテスト」は
1973 年に始まりました。
　また、数あるロータリーソングには文化人で有名な方々の作詞・
作曲の曲があります。古い順から申し上げますと、1965 年「インター
アクトの歌」（作詞作曲：歌手の藤山一郎氏・東京西RC）、1966 年「限
りなき道ロータリー」（作曲：藤山一郎氏）があります。また、藤山
氏は「４つのテスト」にも作曲しました。しかし、その前に別の「４
つのテスト」が発表されており、この歌が「４つのテスト」の定番
になっています。
　この藤山氏の人物像を少しお話しします。本名は増永丈夫です。
生家は東京・日本橋で、モスリン問屋「近江屋」の５人兄弟の三男
として生誕しました。家庭は裕福であったため、幼少期からピアノ
を習っており、慶應義塾幼稚舎に入学した頃には楽譜は読みこなせ
ていたそうです。その後、今の東京芸術大学入学直後、世界恐慌の
煽りを受け、実家の経営が悪化し、家計を助けるためにアルバイト
をします。このアルバイトがレコード吹込みで、郊外演奏禁止の学
則に違反していたので、名前が分からないようにと友人の苗字の「永
藤」を取って「藤永一郎」としたが、本名の増永の「永」が入るこ
とで正体がばれることを恐れて、一郎の「一」は一番の一。なら富
士山だと言う事で「永」を「山」にし「藤山一郎」という芸名が完
成します。この名前は数分で考えたそうです。プロ歌手になって、
古賀政男・古関裕而らの曲を歌い一躍脚光を浴びます。
　有名な曲としては「酒は涙が溜め息か」「丘を越えて」「長崎の鐘」
「青い山脈」など。そして、皆さんご存知のラジオ体操の曲は藤山氏
の作曲です。
　次に、1973 年の「日も風も星も」（作詞：楠本憲吉氏・東京世田
谷 RC、作曲：古関裕而氏・東京世田谷 RC）。作曲者の古関氏はも
ちろん皆様もご存知でしょう。我々福島県が生んだ偉大な作曲家で
す。つい最近までNHKの朝ドラ「エール」で放送されていましたね。
古関氏は 1963 年、世田谷 RCに入会しました。東京西 RCの藤山氏
が古関氏を誘った可能性は十分にあると思います。世田谷 RCはほ
かにも声楽家、洋画家、彫刻家、映画・演劇関係者がおり、スポー
ツ界では水原茂氏が入会していました。
　作詞をした楠本氏は大阪生まれの俳人で、実家は料亭「なだ万」
です。慶應義塾大学在学中に、句作をはじめ、卒業直後に作品「疲
れた町」が新俳句連盟の特別作品に選ばれます。俳誌「野の会」を
主宰し、俳句作家連盟会長、現代俳句協会顧問、東横学園女子短期
大学客員教授を歴任。洒脱な語り口でテレビにもしばしば出演して
いました。
　1975 年の「結婚記念日の歌」を作曲した立川澄人氏（東京西北
RC）はオペラ・童謡歌手です。NHKによく出演していました。脳
幹出血により 56 歳で死去されています。
　1981 年の「歓迎の歌」（作詞：俳優の牟田悌三氏・東京世田谷南
RC）。牟田氏は数々のテレビドラマなどで活躍した方で、「ケーキ屋
けんちゃんシリーズ」のレギュラーでした。ロータリー歴は長く、
中央教育審議会委員、世田谷区ボランティア協会理事長なども歴任



会報・広報委員会会報・広報委員会 安田信二　関口武司　八幡恭朗

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

会報・広報委員会　　鞍田　炎　　松﨑　勉　　加賀広美

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」

♥林分区ガバナー補佐さん（お世話になります。宜しくお願い致し
ます）♥八幡恭朗さん（林ガバナー補佐、渡辺分区幹事、山崎分区
会計を歓迎して。誕生祝ありがとうございます。本日、息子が中学
校入学式を迎えました）♥志賀康朗さん（林ガバナー補佐、幹事渡
辺さん、会計山崎さんを歓迎して）♥阿部弘行さん（早退します）
♥三瓶和秀さん（リモートの地区大会出席しましたが、途中抜けま
した。誰も知らないでしょう）♥中村将之さん（結婚祝ありがとう
ございます）♥新妻純男さん（誕生祝ありがとうございます。後期
高齢者になってしまいました）♥伊藤盛敏さん（佐々木さん公安委
員長ご就任おめでとうございます。又、誕生祝ありがとうございま
す。まだ、後期高齢者にはなりません）♥鈴木弘康さん（林ガバナー
補佐来訪ありがとうございます。卓話宜しくお願い致します）♥関
口武司さん（いわき分区ガバナー補佐林様、卓話宜しくお願いします）
♥鞍田炎さん（林ガバナー補佐を歓迎して）♥有賀行秀さん（ガバナー
補佐を歓迎して）♥大久保健蔵さん（林ガバナー補佐、分区幹事の
来訪を歓迎して）♥郡二三子さん（いわき分区ガバナー補佐様宜し
くお願い致します）� 以上14件

◆出席委員会（河口利夫副委員長）

例会日 基本会員数 出席者 メーキャップ数
４月８日 51 名 24 名 ―

◆ロータリー財団委員会（阿部弘行委員長）
　八幡恭朗さん、越智正典さん、三瓶和秀さん、小野佐重喜さん、
有賀行秀さん、阿部弘行さん。� 以上６件

◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）
　八幡恭朗さん、三瓶和秀さん、小野佐重喜さん、有賀行秀さん、
大久保健蔵さん。� 以上５件

◆その他
⃝�親睦委員会の小野寺順正副委員長が４月14日開催の親睦ゴルフコ
ンペの案内。
⃝�雑誌委員会　ロータリーの友「見どころ　読みどころ」案内。

★本日の例会案内　４月22日（木）12：30 ～
　　地区大会・クラブ活性化の為のセミナー講演
　　　㈱エルディアイ代表取締役　野々市RC会員　柳生好春様

 ※29日は休会

司会：志賀康朗幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・ロータリーの目的（松村
耕三会員）・四つのテスト（村田祐二会員）※新型コロナウイルス対
策で歌唱・唱和はなし〕

　４月４日日曜日は、地区大会がオンラインで開催
されました。私も、サテライトの合同視聴会として、
会社にプロジェクターを設置して、副幹事の関口
先生と一緒に視聴しました。心配したような通信
トラブルもなく、移動時間がないので拘束時間も２
時間程度、狭い椅子で縮こまってみることもなく、
思ったよりも快適な参加ができました。来年度は、

11月６日、７日に、うおしんといわき秀英高等学校で、小名浜ロータ
リークラブがホストクラブとなって開催されます。同じいわき分区の
クラブとして地区大会が無事に行われることを祈りたいと思います。
　いわき市内でも、多数のコロナ感染者が発生しています。地区大会
での記念講演では、順天堂大学の天野先生が、自分の専門の脳外科で
はなくコロナについてご講演してくださいました。これも、コロナが
差し迫った問題であるからだと思います。健全な精神は、健全な肉体
に宿る。健康でなければ、ロータリーも活動できないともおっしゃっ
ていました。あらためて感染の防止に留意していきたいと思います。

◆会長挨拶ならびに報告

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
いわき分区ガバナー補佐　林　　義功 様（いわき内郷ＲC）　

いわき分区ガバナー補佐幹事　渡辺　邦雄 様（いわき内郷ＲC）　
いわき分区会計　山崎　建設 様（いわき内郷ＲC）　

◆国際ロータリー ロータリー財団から表彰が２件
　2019 ～ 20年度年次基金へ１人25ドル寄付し、
100ドル達成と、100％ロータリー財団寄付クラブ
（１人100ドル以上寄付）。八幡会長が阿部弘行前会
長にバナーを手渡しました。

松村耕三会員 村田祐二会員

しており、こうした活躍が評価され 2000（平成 12）年、吉川英治文
化賞を受賞しております。
　1986 年の「いざ友よ」（作詞：星野哲郎氏・東京小金井RC、作曲：
芥川也寸志氏・東京 RC）。星野氏は作詞家として有名な方です。代
表作は「365歩のマーチ」「アンコ椿は恋の花」「昔の名前ででています」
「兄弟船」「男はつらいよ」「みだれ髪」などです。クラブ会長もされ、
長年に渡り公園での空き缶拾いをしていたのは有名な話です。
　芥川氏は文豪芥川龍之介の三男です。代表作としては「交響三章」
「交響管弦楽の為の音楽」。映画音楽・放送音楽でも活躍され、映画
「八甲田山」「八墓村」「赤穂浪士」は代表曲です。音楽の世界に入っ
た当時、伊福部昭氏に師事したことで有名です。伊福部氏はあの「ゴ
ジラ」の作曲者です。
　最後「手に手をつないで」が作曲されたエピソードを。1952 年７
月から日本のロータリーが東と西とに分かれるという事態が起こり
ました。その時に、これからの友情を長く確かめ合うという意味も
含めて、「手に手をつないで」が作られたとのことです。
　また、世界のロータリアン共通の曲は「LOTARY」だそうです。
このように、日本には有名・無名問わずロータリアンの方々が率先
して作られた素晴らしい歌があります。機会があれば一度聞いてみ
てはいかがでしょうか。

中村 将之さん
（４月12日）

★ 結婚祝

八幡 恭朗さん
（４月５日）

新妻 純男さん
（４月９日）

伊藤 盛敏さん
（４月19日）

★ 誕生祝

ハッピーバースデーソング斉唱

⃝�地区大会のお礼が届きました。
⃝４月のロータリーレート　１ドル＝ 110 円
⃝郡山ＲＣから会報が届きました。
⃝福島整肢療護園から会報が届きました。
⃝�いわき平中央ＲＣから４月プログラム予定表が届
きました。


