
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 矢島 英夫 委員

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日のプログラムは八十二銀行、執行
役員、小諸エリア長、小諸支店長、松田好
功(よしのり)様による、今後の経済の見通
しについての話の予定でしたが、松田支店
長の都合が悪くなったため、急遽、渡辺文
夫会員による会員卓話に変更となりました。

どんな話なのか解らないことがかえって興
味津々です。ミステリースピーチ楽しみにし
ております。また、突然の卓話を受けてい
ただきましたこと感謝申し上げます。

今日は座右の銘（身近に於いて通常の
いましめとする格言、文句）についてお話し
ます。中小企業経営者の座右の銘で特に
多いものは「努力」「誠実」「一期一会」「生
涯現役」「忍耐」「感謝」ですが、では日本の
政治家、財界の人達の座右の銘はというと。

＜政治＞

原 敬 宝積（ほうじゃく）（人に尽くして報酬を求めない） 平民宰相

陸奥 宗光 政治はアートなり サイエンスにあらず 元外相

小泉 純一郎 信なくば立たず （無信不立） 第８７代総理大臣

橋本 龍太郎 誠 第８２・８３代総理大臣

亀井 静香 至誠一貫 元建設大臣

麻生 太郎 天下公為、義理と人情とやせ我慢 自民党政調会長

森 善朗 滅私奉公 第８５・８６代総理大臣

扇 千景 人生は美であり 愛である 国土交通大臣

平沼 赳夫 信天命而尽人事 （天命を信じて人事を尽くす) 経済産業大臣

鄧 小平 白い猫でも黒い猫でも鼠を捕るのが良い猫である 中国最高指導者

ケネディ

米大統領

国が何をしてくれるかを問うのではなく、

国のために何ができるかを自問してほしい
就任演説１９６１年

武部 勤 中心帰一 （すべてのものには中心がある） 自民党幹事長

谷垣 禎一 いつも口笛を吹いて行こう ・ 明徳（天から受けた徳性） 財務大臣（'06.2)

山崎 拓 可能性を信じる 自民党前副総裁（'06.2)

竹中 平蔵 Warm Heart,Cool Head 総務大臣（'06.2)

小沢 一郎 百術は一誠にしかず 民主党代表（'06.4)

菅 直人 人生唯一度 民主党代表代行（'06.4)

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階
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2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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＜財界＞

藤田 田 勝てば官軍 日本マクドナルド会長

金子 昌資 一に努力 二に努力 日興證券社長

岩沙 弘道 有言実行 三井不動産社長

田中 毅 為せば成る 為さねば成らぬ何事も 富士重工業社長

佐治 信忠 悠々として急げ サントリー社長

上条 清文 着眼大局 着手小局 東京急行電鉄社長

丹羽 宇一郎 行動、攻撃、静観 伊藤忠商事社長

野間口 有 粗にして野だが卑ではない（城山三郎） 三菱電機社長

上田 準二 冬きたりなば春遠からじ ファミリーマート社長

新浪 剛 率先垂範 ローソン社長

池田 守男 一粒の麦 （聖書） 資生堂社長

荒蒔 康一郎 日々新たに キリンビール社長

山口 俊郎 うそをつかないこと セブンイレブン社長

石田 札助 恒産なき者は恒心なし 国鉄監査委員長（後に総裁）

張 富士夫 風林火山 トヨタ自動車社長

町田 勝彦 ナンバーワンよりオンリーワンをめざせ シャープ社長

江頭 邦雄 天に事（つか）うる心 「言志四録」 味の素社長

鈴木 豊
強くなければ生きていけない。優しくなければ生き

ていく資格はない
キューピー社長

田辺 茂一 親子は他人、兄弟は虫けら 紀伊国屋創業者

元久 存
人生は回転すしといっしょ。チャンスは一度しか回

ってこない

武富士新社長('04.5)

元松井証券専務

牛久 崇司 人間万事塞翁が馬 キッコーマン次期社長('04.6)

渡辺 美樹
夢に日付を（いつ何をすると書いたカードをいつも

身に付けていた）
ワタミフードサービス社長('04.11)

神谷 正太郎 一にユーザー、二にディーラー、三にメーカー トヨタ自動車販売社長

鍵山 秀三郎 10 年偉大なり 20 年畏るべし、30 年歴史なる イエローハット創業者

小林 喜光 風林火山
三菱ケミカルホールディング社長

('07.4)

大橋 光夫 不動心 昭和電工会長('07.2)

職業、履歴、現在の立場によって文言が微妙に違うことに気がつきました。コンビニの

社長の言い廻しの差、政治家の立ち位置での違いなど比較してみるとおもしろいもので

す。



【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 米山梅吉記念館より館報

2. 例会変更
上田ＲＣ
4 月 1 日（月）定款による休会 定刻受付あり

4月 29 日（月）法定休日による休会

定刻受付なし

上田六紋銭ＲＣ
4 月 16 日（火）例会日変更の為 定刻受付あり

4月 30 日（火）定款による休会 定刻受付なし

上田西ＲＣ
4 月 11 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

4月 25 日（木）例会日変更の為 定刻受付あり

3. 週報
丸子、白馬ＲＣ

本日の配布物
週報 1176、1177 号、
理事会報告

【委員会報告】

クラブ運営委員会
清水 良英委員長

家族親睦旅行のお誘い

◆ラッキー賞

NO.19 中河 邦忠 君

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

黒澤明男君

渡辺文夫会員、卓話よろしくお

願いします。楽しみにしておりま

す。

清水良英君
親ボク旅行の多数のご参加を祈

念して、ニコさせて頂きます。

中河邦忠君
ラッキー賞、会長に当て頂きまし

た有りがとう。

西川宏君
来週、職業奉仕の為にお休みを

頂きます。

神津恭通君
渡辺文夫会員の卓話楽しみにし

ております。

【本日のプログラム】

「日本、中国、韓国の文化の違いについて」

渡辺 文夫会員

【出席報告】 渡辺 文夫 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 3 月 19 日 24 20 事前（1） 83.33％
前々回 3 月 05 日 24 22 事後（1） 修正 95.83％


