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皆様こんにちは。毎日寒い日
が続いていますが、こんなに寒
いと体が硬直して肩が凝ってし
まいますよね。日本人は外国人
と比べると肩こりに悩まされて
いる人の割合が圧倒的に多いと
言われています。肩こりが多い証拠に、日本の家電
量販店などでは、数えきれないほどのマッサージ機
がありますよね。
これほど日本人が肩こりなのは、一説では日本人
特有の『うなずき』の文化が深く関係していると言
われています。
本当ですかね～、にわかに信じることは出来ませ
んよね。長期間、同じ姿勢でいたり、パソコンの画
面を見続けていても肩は凝りますからね。
人間の頭は、ボウリングの玉と同じ約５～６ｋｇ
の重さがあるそうです。『うなずき』をすると頭が
前にいく分、首の後ろや、肩、背中の筋肉に大きな
負担がかかります。肩こりの要因の全てが『うなず
き』とは思いませんが、一因であることは間違いな
いようです。
確かに、会話をしていると知らず知らずの内にう
なずいていることに気が付きます。そういえば、電
話中に見えない相手にうなずいたり頭を下げている
人を良く見かけます。
外国人が話す英語に意味が分かっていないのに、
何回もうなずく日本人を良く見かけますが、外国人
同士の会話では、うなずく回数は少ないようです。
うなずき過ぎると、全て理解してくれていると判
断されてしまいます。外国人に言わせれば、日本人
はうなずき過ぎだそうです。
でも、日本人の習慣として、そして相手に対する

礼儀として真剣にうなずいている訳ですよね。こ
れも日本人の文化の一つだと思います。『うなず
く』という行動、実は心理学的には大きな力を
持っているそうです。
『うなずき』は人の承認欲求を満たす効果があ
ります。
相手がうなずいてくれると、自分が認められて
いると感じられるからです。日本人にとって『う
なずき』とは相手を気遣い『ノー』と言わない文
化、又、相手の話を一生懸命に聞いているという
主張の現れだと思います。因みに日本人の『うな
ずく』回数はアメリカ人の約3倍と言われていま
す。
日本人の相手を否定しない、聞き上手で人を思
いやる気持ちの心の現れである『うなずき』は、
とても素晴らしい日本の文化だと思います。
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本日は遅ればせながら表敬訪問に伺わせていた
だきました。
大宮西ロータリークラブと岩槻ロータリークラ
ブは兄弟クラブということもあり、日頃から大変
お世話になっております。
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次年度には55周年を迎える両クラブですが、我
が岩槻ロータリ―クラブは会員数の減少で存続の
危機に直面しています。順調に会員数を伸ばして
いる大宮西ロータリークラブがとても羨ましく、
眩しく感じます。なんとか我々も頑張って周年事
業を弾みにして、さらなる発展を遂げたいと考え
ております。
今後とも両クラブ手を携えて、お互いにより良
い関係を続けていけたらと思います。
大宮西ロータリークラブの益々のご発展を祈念
致しますとともに、岩槻ロータリークラブも負け
ないように頑張ることをお約束させていただき、
ご挨拶に代えさせていただきます。

会員増強維持委員会
高橋誠一 委員長
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国際ロータリー第2770地区第4グループＩＭ(イ
ンターシティミーティング)についてのお願いです。
大宮西クラブの現在の登録は39名です。例会扱
いですので、是非多くの皆様の出席をお願い致し
ます。特に講演は貴重なお話が聞けると思いま
す。内容は下記の通りですので宜しくお願い致し
ます。
日
時：2/16(木) 於：パレスホテル大宮
登録・受付 13：30～
1部[式 典] ３Ｆ 14：30～15：00
2部[講 演] ３Ｆ 15：00～16：30
3部[懇親会] ４Ｆ 16：50～18：30
記念講演 講師：武藤敏郎氏
公益財団法人
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会
専務理事/事務総長
テーマ『2020年東京オリンピック・
パラリンピックと日本の将来』

委員長報告

広報・雑誌委員会
榎本貞寿 委員長
昨年度より引き続きのお願いですが、マイロー
タリーの登録のお願いです。現在登録が、46名で
す。インターネットからマイロータリーと入力し
て頂き、案内にそって入力頂くと10分程度で完了
致します。
今年度１００％達成できます様宜しくお願い致
します。

渋谷廣慶

本年度当初より体調を崩し休会されておりまし
た関根政勝会員が、上期を以って退会されまし
た。ベテラン会員・会長等が慰留しましたが関根
会員の意志は固く、退会を翻意できませんでし
た。
関根会員は1967年3月6日に大宮西ＲＣに入会さ
れ、49年9カ月とクラブの中で在籍期間が最も長
い会員でもありました。
1981年～1982年(佐藤栄太郎会長年度)の幹事と
して、また1998～1999年(藤池誠治会長年度)では
副会長等、数々の役員を歴任されております。
ちなみに、退会に際して、多額のスマイルをい
ただきました。
永年のロータリー活動に対して感謝申し上げる
と共に重ねて御礼申し上げます。

地区役員委嘱書
2017～2018年度地区役員に委嘱書が授与されまし
た。
(略敬称)

第４Ｇガバナー補佐
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財団奨学・平和フェロー・学友委員
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ゲスト卓話

地区職業奉仕部門
委員長 清水恒信 様
今日はご縁がございまして、こうして皆様の前
でお話をさせて頂く事になりました。
職業奉仕についてと、お題を頂きまして、どれ
程のことがお伝え出来るかはなはだ疑問でありま
すが与えられた時間、精一杯務めさせて頂きま
す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
生意気にも職業奉仕の話をする事になりました
が、勉強をすればする程いろいろな切り口があり
そうであります。・・・でありますのでそうかこ
いつの考え方はこうなんだ。清水の言っている事
は不思議だな、そんな切り口も有るんだな。そう
思いながら聞いて頂きたいと思います。言わば思
い遣りの精神であります。
先週頂いたロータリーの友、1月号に、職業奉
仕について、興味深いお話が掲載されておりまし
た。日本のロータリー100周年委員会、ビジョン
策定特別委員会委員長、「前橋RC」の、本田博己
様によるお話でありまして、是非熟読を、お奨め
いたしたいと思います。私自身も基本的にはその
方依りの考え方であります。然しながら職業奉仕
の入口のお話もしない訳にもいかないので、用意
させて頂いた話しをさせて頂きます。
さて、この2年半2770地区の職業奉仕部門委員
会に出向させて頂き過去の卓話の冊子等又過去の
文献等から抜粋させて頂き私なりに考えいろいろ
な角度から切り込んだ結果を皆様に極一部ご披露
させて頂きます。（中略）昔私が入会した頃は職
業奉仕はロータリーの金看板である。(中略)この
2年半職業奉仕委員会を探って参りましたが、誤
解を恐れず敢えて申し上げますと、日本的な職業
奉仕と、R I的な職業奉仕があるような気がして
ならないのであります。(中略)本日は日本的な職
業奉仕、そして内なる職業奉仕のお話をさせてせ
て頂きます。(中略)ここで言う、奉仕とは、サー
ビスを待っている人がいてそれに対してサービス
をすることであります。(中略)
「超我の奉仕(Service Above Seif)」:ロータ
リーにおける第一の公式標語:であります。
超我の奉仕、これは「ロータリーの奉仕哲学」で
あり、他人を思いやり、他人のために尽くすこと
で、誰の人生をもさらに豊かで有意義なものにす
る最高の生き方を示しています。ロータリーの基
本理念を示しています。
「最も良く奉仕する者、最も多く報われる。
(One Profits Most Who Serves Best.2010年の規
定審議会で主語をTheyからOneに変更)」:ロータ
リーにおける第ニの公式標語:であります。
最も良く奉仕をする者、最も多く報われる。

利己的欲求と、義務およびこれに伴う他人の為
めに奉仕したいという感情との間に、常に存在す
る矛盾・葛藤を和らげようとする人生哲学であり
ます。実践倫理の原則を示しております。この公
式標語により、アーサー・フレデリック・シェル
ドンの存在を決して忘れてはならないと思いま
す。これが、ロータリーの奉仕の理念でありま
す。
(中略)
次に、 職業奉仕を理解する為に、先ずロータ
リー運動は倫理運動である、と言う事を理解する
必要があると思います。・・・そうロータリーは
倫理運動であります。・・・ ロータリーが倫理
運動と言われて居りますのでロータリーのロータ
リーたるゆえんは職業奉仕の実践にある、と言わ
れるのはそう言う訳であります。
(中略)
職業奉仕と言う概念はなくてもロータリアン以
外にも倫理をわきまえた企業は沢山あります。
我々はロータリーに入会したのですから、「世の
為め、他人の為めに奉仕をする心を持って職業を
営むべし」を心に刻み日々邁進したいものであり
ます。
（中略）
人間として、この宇宙の100年、100年を刻むこ
の一瞬、一瞬を大切に、大切に生きなけれならな
い事が賢明な皆様でありますからお解り頂けるの
ではないかと思います。実はこの賢明な方々の集
まりが、我がロータリーであります。
正にここから職業奉仕が始まるのであります。
社会に奉仕するのが社会奉仕、国際社会に奉仕す
るのが国際奉仕、職業に奉仕するのが職業奉仕、
これでいいと思いますが、職業奉仕の話お解り頂
けたでしようか。随分一方的なお話をしてまいり
ましたが少し時間が……。

