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２０１８-１９年度 

第２６７７回 
２０１９年５月２４日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆ロータリーソング『手に手つないで』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日の卓話者 

千葉市中央区倫理法人会 会長 石月 知明様 

◇千葉市中央区倫理法人会      牧野 宏信様 

◇2018-19年度第４グループガバナー補佐 林 正弘様 

◇2019-20年度     〃            時田清次様 

◆会長挨拶及び報告      五十嵐 博章会長  

本日はキップリングのジャングルの法則についてお話

をさせていただきます。 

「狼は群の力であり、群は狼の力である。」これはルド

ヤード・キップリングが短編集「ジャングルブック」の中の

「ジャングルの法則」で述べている言葉です。キップリン

グは 1865 年生まれで 1907 年にノーベル文学賞を受賞

した、英国の愛国詩人といわれた人です。ポール・ハリス

と同年代に活躍した人ですから、あるいはロータリアンで

あったかも知れません。 

この言葉を最初に引用してロータリーを語ったのは

1917 年のＲＩ会長レスリー・ビジョンが会長エレクト時代で

すが、後年、ハロルド・トーマスもこの言葉が特に気に入

ったと見えて、彼の著書「ロータリー・生徒モザイク」の中

で再三引用しています。 

ハロルド・トーマスは 1959年にＲＩ会長を務めたニュー

ジーランド出身のロータリアンで「ロータリー・モザイク」と

いう名著を残しています。モザイクは形も色も大きさも異

なったタイル片を組み合わせて作ります。ロータリーも人

種や言語や宗教やそして考え方さえ違った人が集まっ

て作り上げるモザイクのようなものだということでこの題名

をつけたといわれており、1905年から 1970年代までのロ

ータリーの思想の移り変わりを詳しく解説した本です。そ

の本の中でキップリングの「ジャングルの法則」が度々引

用されています。 

「狼は群の力であり、群は狼の力である。」この言葉は

一体何を意味するものでしょうか。 

一匹一匹が強靭な体力と優れた頭脳を持っている狼は、

群を作って行動します。群には必ずリーダーがいて全体

を統率します。リーダーがすぐれたリーダーシップを発揮

し、他の狼が チームワークを組んで一糸乱れぬ行動を

するとき、その力は計り知れないものに変化します。羊は

例え1000匹集まったとして何の力も発揮出来ません。群

から離れた一匹狼も荒野をただ、彷徨うのみでやがては

野垂れ死になる運命が待っているのです。 

 この例えはＩ ｓｅｒｖｅ とか Ｗｅ ｓｅｒｖｅ とかの次元の

話ではなく、ロータリアン個人、個人は皆、素晴らしい能

力を持っていることを前提として、それに強力なリーダー

シップと揺るぎなきチームワークが加わったらどうなるか

を説いているのです。 

魅力あるクラブには必ずといっていいほど優れたリー

ダーシップを持った会長がおり、全会員の素晴らしいチ

ームワークによってクラブの運営がなされていくのです。 

以上挨拶といたします。 

◆ご挨拶                     

≪第４グループガバナー補佐      林 正弘様≫ 

皆さんこんにちは。前任者の山崎ガバナー補佐が心

筋梗塞で亡くなり、その後任として引き受けることになり

ました。生前中にガバナー補佐がやるべき行事は終わ

っておりまして、私は残務整理をしております。 

今日は、次年度のガバナー補佐のご紹介と、私から

のお願いとしまして、活動計画書をもう一度見直してい

ただき、ご自分の担当する委員会でやり残していること

はないかどうかを確認していただきたいと思います。 

残り１ケ月、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

≪次年度第４グループガバナー補佐 時田 清次様≫ 

皆さんこんにちは。市原中央ロータリークラブの時田と

申します。宜しくお願い申し上げます。 

私は、ロータリー歴はまだ浅く２０年です。こちらのクラ

ブにはガバナー補佐をされた金親さんがおられますの

で、ご指導を受けながら１年間頑張りたいと思います。宜

しくお願い致します。 

次年度ＲＩ会長は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマと



し、諸岡次年度ガバナーは、「ロータリーから千葉を元気

に」とスローガンを掲げておられます。そのような意向に

沿って、第４グループから親睦を深め、更には他のグル

ープにも輪を広げていけるよう尽力したいと思います。ご

支援のほど宜しくお願い致します。 

 

≪稲葉 隆文会員挨拶≫  

（紹介者：伊藤和夫会員・向後保雄会員） 

千葉火力発電所の所

長を務めております。前

任者より紹介いただいて

おりまして、私も積極的に

会に参加させていただき

たいと思います。 

中部電力の火力部分と

東京電力の火力部分が

合併し、４月から㈱JERA

千葉火力発電所となりま

した。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

◆ロータリー日本財団より記念品伝達        

≪第７回ポール・ハリスフェロー寄付金 斎藤昌雄会員≫ 

（斎藤 昌雄会員  五十嵐会長） 

◆委員会報告                  

国際奉仕委員会より （代・斎藤 昌雄会員） 

国際奉仕委員長に代わって報告させていただきます。

今年度のハンブルグ世界大会に２９日に出発し、８日間

の日程で当クラブから金親会員と出井会員が参加してく

れます。 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

次週の卓話者は、元ラグビー日本代表選手の今泉清

氏です。多くの皆様のご出席をお願いいたします。 

◆ニコニコボックス報告             

≪第４グループガバナー補佐 林 正弘様≫ 

山崎喜雄ガバナー補佐の後任として、３月２５日付け

で指名されました。残り僅かでありますが宜しくお願い致

します。 

≪次年度第４グループガバナー補佐 時田 清次様≫ 

 一年間、宜しくお願い致します。 

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

過ごしやすい朝でしたが、気温がぐんぐん上昇。５月と

は思えないこの暑さはしばらく続くようです。熱中症には

くれぐれもご注意ください。 

 本日のゲストスピーカーの石月様、お忙しい中を

有難うございます。ガバナー補佐・林様、次年度ガ

バナー補佐・時田様、ようこそお越しくださいまし

た。ごゆっくりとお過ごしください。 

稲葉会員、ご入会おめでとうございます。私たちと一

緒に楽しくロータリーライフをお過ごしください。 

≪伊藤 和夫会員≫ 

皆さんこんにちは。本日は千葉火力発電所所長・稲

葉隆文様、千葉南ロータリークラブご入会おめでとうござ

います。前任の石川さん同様、当クラブでのご活躍を心

より期待申し上げます。宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 14,000 円 累計 306,170 円 

金の箱 1,093 円 累計 23,072 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 23,961 円 

出席者数 

３１名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

４名 

5/10 修正出席率   

７５．５６ ％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/25 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/12・6/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 6/26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/13・6/27 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 

本日の卓話 
 

演 題⇒ 『企業運営と法人会運営』 

卓話者⇒ 千葉市中央区倫理法人会 

会長  石月 知明様 

 

 

私は、サラリーマンの家

庭で育ち、東京～横浜～

静岡～東京～千葉～新潟

～東京へと転勤がありまし

て、幼稚園は２回、小学校

は３回、中学校は３回、高

校は１回というように何回も

転校をしました。一番長く住

んでいたのは新潟でしたの

で、出身地を聞かれると新

潟ですと答えております。 

千葉市中央区倫理法人会会長を務めて 3 年目になり

ますが、先代から引き継ぎ会員 100 人から 130人と増や

すことが出来ました。 

この会場には同年代の方が多いと思いますので、40

歳代の気持ちで聞いて下さい。また、次期会長に伝えた

い思いで話をします。 

まず、地球には引力が働いています。そこには空間を

占用する力も働いています。それは企業や法人会（コミ

ュニティ）でも同じ力が働いていると考え、その中での引

力は大変弱い力であり、ゆえに錯覚資産の発生が見ら

れます。そこで企業運営と法人会運営の共通点・相違点

について 4点お話します。 

 

⓵複数の人間をまとめるベクトルをそろえる。 

お金でつながる関係よりも調整能力が問われる。そ

の方法論として、近くから遠くに移行すること。 

しかし、難易度・与えられるもの易し・自発的にするこ

とが難し。行動の要請が最難関、報酬タイプの確認。 

 

②土俵の真ん中で相撲を取ること 

全てのメンバーにそれを強いるのは難しいが、方法

論として、衆人環視の中でルールにしてしまう役員

会・会議等を利用することで、提案が通りやすい。 

 

③成果を分かち合うこと。トップの成績になりやすいので、

方法論として、ヒーローを作ると良い。 

 

④次世代につなぐこと。それは、トップの一番の仕事 

法人会においてでも次期のリーダーは前もって決め

ておく。方法論として、次期の引継ぎを前もって計画し、

そこからさかのぼって事業計画を立てる。 

判断に迷ったら確立に殉じる。そこそこの自分でい

ることが大事。貧相は破滅の手前。 

メラビアンの法則に言語７％聴覚 38％ 視覚 55％と

ある。また、結果は在任後に表れる。企業も法人会も

成長を義務付けられた集合体であり、在任中の成長 

は勿論のこと退いた後も風土が残り自立発展していけ

るような運営を目指すことが大事。具体例として、社長

がヒーローだとつらい。複数回、同じことが出来てのロ

ジック。 

 

※我々のロータリークラブ運営にも会社運営にも役立つ

お話を有難うございました。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

次年度の地区（諸岡次年度ガバナー）スローガン 

「ロータリーから千葉を元気に」 

 我が千葉県は首都圏の一角に位置し、気候温暖、風

光明媚、災害が少なく全国的には恵まれた地域です。

人口の社会移動の流入超過で、全県で人口の微増を維

持しています。商工業、農林水産畜産業の構成もバラン

スよく、県内 GDP は全国６位（2016 年）です。千葉の半

島性がその後進性の理由として永く語られてきましたが、

成田空港の機能拡充、東京湾アクアライン、東京外郭環

状道路や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の実現で、 

交流人口が増大し、地域経済の潜在力が高まっていま

す。半面、東京に近接した北西部地域と、東総、九十九

里、南房総の東南部沿岸地域間との経済、社会基盤の

過密、過疎の問題が際立ってきています。 

 ロータリーにもこの社会基盤の変遷による、様々な課

題が迫ってきています。首都圏で重要な位置を占める

我が千葉県ですが、全 82クラブを擁する第 2790地区の

ロータリーがそれぞれに問題を抱えており、将来の会員

基盤が安泰という訳では ありません。 ロータリーの未

来を形づくる本来の場はクラブです。刻々と変化する現

実に対応するためにロー タリーはクラブに注力してゆか

ねばなりません。次年度国際ロータリーのマーク・マロー

ニー会長は  ROTARY CONNECTS THE WORLD 

〈ロータリーは世界をつなぐ〉と宣言されました。 私は、

地区スローガンとして〈ロータリーから千葉を元気に〉と宣

言します。当地区 82クラブのそれぞれの課題を、地域の

会員基盤や奉仕のあり方、新しいアイディアについて語

り合い、クラブを元気にして、ロータリアンが千葉を元気

にするための「つなぎ」のリーダーシップを執ることを目

指したいと考えます。（地区ＨＰより） 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

第２６７８回例会 

日 時⇒ ２０１９年５月３１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『ラグビーの魅力』 

       元ラグビー日本代表  今泉 清様 

第２６７９例会 

 日 時⇒ ２０１９年６月７日（金）点鐘１２：３０ 

 卓 話⇒ 会員卓話    杉本 峰康会員 

 

＜会報当番：清水 清子＞ 


