
 

第 1581 回例会 2020・3・3            ﾆｺﾆｺ 10,000 円    累計 511,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

あらためまして、みなさんこんにちは。まずは近

藤署長様・根米課長様におかれましては、大変お忙

しいところ当所沢西ﾛｰﾀﾘｰ例会にお越しいただき、

卓話までいただくことに心より感謝申し上げます。

ありがとうございます。 

 また、会員の皆様には、既にフアックスでご案内

させていただきましたが、僕一人のよんどころない

都合で親睦旅行の日程を一日ずらしたことに深く

お詫び申し上げます。勝手に変更しておきながら、

はなはだ身勝手なお願ではありますが、多くの会員

の皆様のご参加をお願いいたします。 

 もう一つお願いがあるのですが、この例会の後に 

 

 

 

 

理事の方々と 35 周年実行委員会の方々に残っても

らって、新型肺炎が今後どのように拡大するかわか

らないので、周年事業を実行するか、延期するかを

検討し、結果次第では延期になるかもしれませんの

で、ご理解の上、御承知おきください。 

 さて今日の会長の時間ですが、また「ﾛｰﾀﾘｰの基

礎知識」ということで、「ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ“奉仕の理想”」

についてお話させていただきます。今回も今まで通 

り他の会長の受け売りの話ですのであしからずご

容赦ください。 

 まず、例会の時に歌を歌う風習は、1907 年、今

から 113 年前ｼｶｺﾞ RC で始まったそうです。「親睦」

か「奉仕」かの論争でｷﾞｽｷﾞｽしたｸﾗﾌﾞの雰囲気を和

らげようとﾊﾘｰ・ﾗｸﾞﾗｽさんという方が音頭をとって

歌いだしたのが始まりだそうです。当時はﾛｰﾀﾘｰｿﾝ

ｸﾞなどありませんでしたので、民謡や当時の流行歌

が歌われたそうです。 

 次の四つのﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞは、初めての日本語ｵﾘｼﾞﾅﾙ

のﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞです。これらは 1935 年（昭和 10 年）

5 月の第 70 地区大会（京都）を記念して募集され、

■出席報告 

月 日 2/18 

会員数 31 

出席者 22 

出席率 70.9% 

前回修正 96.8％ 

会長の時間        髙橋 和男 

 恒良 裕子 

徳江 和弘 

 

 

中 毅志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

3/3   脇田 康弘様 

3/10 大和証券 池袋支店 

         長沼様 

3/17 例会取消 3/20 春分の日 

3/24 安田 敏男様 

   3 月会員誕生 

須澤 一男  木下 精基 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当選した作品です。第一位が「旅は道づれ」という

題で、曲はわからないので読みますが、 

  旅は道づれ世はなさけ なさけは人の為ならず 

  世は明鏡のやどす影 うつす形を偽らず 

  わがほほえめば 影も笑む 

自分が為した善は、福となって帰ってくる、「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」というﾛｰ

ﾀﾘｰ・ﾓｯﾄｰに通じるような歌詞ではありますが、残

念ながらこの作品は作曲の一部に盗作があったた

め後に失格となり、第二位の「奉仕の理想」が第一

位に繰り上げ当選になったそうです。 

 第三位は、これも曲がわからないので読みますが、 

1・平和を人の世に植え 親愛なる心はぐくむ 

  奉仕こそげにやひとしく 仰ぐなる我等が理想 

ﾛｰﾀﾘｰ ﾛｰﾀﾘｰ ﾛｰﾀﾘｰ 

  この歌詞は、割愛しますが三番まであり、現在私

たちが理解しているﾛｰﾀﾘｰ理念とほとんど重なって

いるように思います。軍国主義が盛んになりつつあ

った当時としては、かなり思い切った平和主義が表

明されています。 

 第四位は、おなじみの「我らの正業」だそうです。

第三位ではなく第四位の「我らの生業」がﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ

として採用された理由は残念ながらわかりません。

ここで第一位に繰り上がった「奉仕の理想」ですが、

僕だけでなく皆さんの中にも幾ばくかの違和感を

抱いている方がいらっしゃると思います。どういう

ことかと言いますと、歌詞の 2 行目の「御国に捧げ

ん」の「御国」が、ﾛｰﾀﾘｰの思想と相容れないと感

じています。 

 実は、この曲を作詞した京都ＲＣの前田さんの原

詩は、「御国に捧げん」ではなく、「世界に捧げん」

だったそうです。しかし、当時の村田省蔵さんとい

うｶﾞﾊﾞﾅｰは国粋主義的な考え方を持った方だった

ようで、この「世界に捧げん」を「御国に捧げん」

に変なければ当選は無効と宣言したので、泣く泣く

前田さんは承諾したそうです。前田さんは後に亡く

なる前、「もし出来ることならば何時の日にか、原

詩の『世界に捧げん』に戻していただければありが

たい」と遺言されたそうです。 

 見方を変えれば、「御国」という言葉に変えたの

は、英語が敵性語とされ、米国由来のﾛｰﾀﾘｰに世間

の冷たい目が向けられようとしていた時代に、ﾛｰﾀﾘ

ｰの組織を守ろうとする苦肉の策だったのかもしれ

ません。実際、五年後の昭和 15 年には日本のﾛｰﾀﾘ

ｰｸﾗﾌﾞは国際ﾛｰﾀﾘｰを脱退し、解散を余儀なくされる

ことになったそうです。そうしたﾛｰﾀﾘｰ苦難の時代

を耐え抜いたこの歌の歴史は尊重しなければなり

ませんが、私たち 21 世紀を生きるﾛｰﾀﾘｱﾝはこの歌

の「御国」を、「世界」でも「地域」でも「社会」

でも自由に置き換えて歌ってかまわないと私はお

もっています。 

 以上受け売りのお話ですが、多少なりとも違和感

を抱いていた方が、ちょっとｽｯｷﾘして、ﾛｰﾀﾘｰの理

解をさらに深められたなら幸いです。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

🌸 ﾊｲﾗｲﾄよねやま  239 号 

🌸 2019-2020 年度 「ﾛｰﾀﾘｰの友」今月のみどころ

配信について 

🌸 所沢市内 5 ｸﾗﾌﾞ 会長・幹事会開催のご案内 

  2 月 20 日（木）18；30～ 所沢ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 1F 

🌸 世界遺産ｻﾎﾟｰﾀｰの会 目指せ！世界遺産！！ 

🌸 例会変更・・・飯能 RC、入間 RC 

🌸 週報・・・飯能 RC、新所沢 RC、所沢東 RC、 

       所沢中央 RC 

 

ニコニコボックス       木下 精基  

髙橋 和男 近藤署長様 根米課長様 本日はおい

そがしいところ有難うございます。卓

話宜しくお願いします。 

荻野 陽一 所沢警察署長 近藤佑一様本日の卓話

宜しくお願い致します。  

石井 秀夫 近藤署長様 根米課長様本日はあり

がとうございます。どうぞ宜しくお願

い致します。 

須澤 一男 本日は御多忙のところ 近藤署長 根

米警務課長 卓話にお出で下さいまし

て有難うございます。 

小暮 博攵 高齢者講習も A ﾗﾝｸで通り、無事に免

許を更新できました。 

本橋 正夫 近藤署長 根米課長大変お世話になり

ます。本日宜しくお願い致します。交

通安全の方でお世話になっています。 

 幹事報告          荻野 陽一 



室伏 秀樹 所沢警察 近藤署長様 根米課長様

卓話宜しくお願いします。新型ｺﾛﾅｳｲﾙ

ｽ問題で世の中、騒然としていますが、

克服して早くｵﾘﾝﾋﾟｯｸに備えたいもの

です。 

木村 孝子 こんにちは。本日の卓話 近藤署長様 

根米課長様 宜しくお願い致します。 

本橋源太郎 近藤署長 根米課長 本日は宜しくお

願いします。 

金岡 悟  近藤署長様 根米課長様本日の卓話

宜しくお願い致します。 

 

卓話 1. 令和元年中の所沢警察署管内情勢 

2. 2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 

の開催に向けたﾃﾛ対策 

 

    所沢警察署 署  長   近藤 佑一様 

          警務課長  根米竜太郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和元年中の管内情勢 

（１） 管内の刑法犯認知件数の推移 

 平成 15 年に 7,531 件と最多を記録しましたが、

市民の皆様の地域・職域における自主防犯活動や警

察官の増員など様々な対策の結果、以降は概ね減少

傾向を維持しております。昨年は、2,455 件で、ﾋﾟ

ｰｸ時の約 3 分の 1 まで減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）交通事故情勢 

 昨年中、交通死亡事故の発生は 4 件で、前年に比

較して 4 件減少しました。人身事故件数は 1,020

件で昨年比 86 件減少、物件事故も 6,161 件で昨年

比 221 件減少しております。 

２ 2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開催

に向けたﾃﾛ対策 

（1）日本における国際ﾃﾛﾘｽﾞﾑの脅威 

 国際ﾃﾛ組織は日本をﾃﾛの標的としています。ｼﾘｱ

における邦人殺害ﾃﾛ事件の際、国際ﾃﾛ組織である

ISIL((ｲｽﾗﾑ国)は日本をﾃﾛ攻撃の対象として名指し

し、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催に向け、ﾃﾛ対策が急務となっ

ています。 

（2）ｿﾌﾄﾀｰｹﾞｯﾄ対策 

 ﾃﾛﾘｽﾄが攻撃しやすく標的になりやすい対象とし

て、不特定多数の人が集まるｲﾍﾞﾝﾄ会場、駅、ﾎﾃﾙな

どが挙げられ、これらを「ｿﾌﾄﾀｰｹﾞｯﾄ」と呼びます。 

 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催を控え、警察署が行うﾃﾛ対策は、ｿﾌﾄ

ﾀｰｹﾞｯﾄへの対策が重要課題となっています。 

（3）官民一体となったﾃﾛ対策の推進 

 所沢警察署ﾃﾛ対策「彩の国」ﾈｯﾄﾜｰｸを、平成 29

年 6 月に発足し、21 事業者・団体様のご参画をい

ただいています。地域の特性に応じたきめ細やかな

官民連携ﾃﾛ対策を推進することで、より効果を発揮

するものであると考え、所沢警察署においても、ﾃﾛ

対策ﾈｯﾄﾜｰｸを設立し、諸対策を推進しております。 

（4）市民の皆様へ ～情報提供のご協力を～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様の目は、治安を守る最大の力です。市

民の皆さまと、ﾃﾛの関する情報の共有や広報啓発活

動を推進していくことにより、不審なものを不審と

感じ、警察に通報される社会が形成され、ｿﾌﾄﾀｰｹﾞｯ

ﾄに対するﾃﾛの未然防止につながっていきますので、

情報提供をお願いします。 

        今週の担当  小暮 博攵 


