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司会   杉本信一SAA  会長   前沢弘之会長  斉唱  それでこそロータリー 

 

 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日  時間 12：30~13：30 

会 長 前沢弘之   幹 事 井上 旭 

【出席報告者 田畑和久委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

15 14 10 4 71.43％ 93.33％ 87.50％ 

本日欠席者 山﨑会員、八木会員、森田会員、具会員    

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

 先日、どういうわけか、「手続要覧」をパラパ

ラとめくっていて、気になる文章を見つけまし

た。「社会奉仕に関する 1923年の声明」という

ものです。これは、1923年の国際大会で採択さ

れ、その後、何度かの改正を経たもののようで

す。 

その一節を読んでみましょう。 

 

「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲

学であり、それは利己的な欲求と義務及びこ

れに伴う他人のために奉仕したいという感情

との間に常に存在する矛盾を和らげようとす

るものである。この哲学は奉仕‐『超我の奉

仕』の哲学であり、これは、『最もよく奉仕す

る者、最も多く報いられる』という実践的な

倫理原則に基づくものである。」 

私、この文章は、ロータリーの縮図のように

思え、ロータリーの体質みたいなものがとても

よく表れているように思います。 

第一に、あまり論理的な文章でなくて、何を

言っているのかよく分からない。 

この程度のものに、「哲学」という言葉を使っ

てよいのか、疑問を感じる。 

いきなり「超我の奉仕」なんていう訳の分か

らない言葉が出てくる。 

などなど…。（かなり言い過ぎですね） 

さて、私なりに、この声明が何を言わんとして

いるか考えてみました。  

    

                                                                               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

まず、我々が利己的であることを前提する。…こ

れは当然ですね。私たちは商売人であり職業人で

あり、日々利益を追求しているわけですから、こ

れを否定することはできません。 

 しかし、自分の欲ばかりかくのは、やっぱりあ

まり褒められたことではないから、私たちは一方

で利他的でもありたい、社会のためになりたいと

も思っているはずで、我々は、そういう葛藤の中

にいる。特に、ある程度成功した人はそうでしょ

うね。 

 「超我の奉仕（Service Above Self）」というの

は、自分が利己的であることをきちんと認識した

上で、そこを超え出て、他者に、世の中に奉仕し

よう、ということだろうと思います（字面からの

推察に過ぎませんが）。奉仕をすることで、その葛

藤に折り合いをつけよう、ということだろうと思

います。 

そして、その「奉仕する」ことの根拠に『最も

よく奉仕する者、最も多く報いられる』、つまり情

けは人の為ならず、結局は自分のためになるんだ

から、という利己的といえば利己的な理由を置く。 

まあ、何のことはない。自己満足と言えば自己満

足。（余裕のある人の理屈？？）別に、無償の愛み

たいなものを説くわけではなくて、当たり前と言

えば当たり前のようなことです。 

 要するに、商売人に無償の愛を説くことはでき

ない。だけど、少しは世のため人のためになろう

よ、それがロータリーの根本である。…というだ

けの話です。 

でも、このように考えてくると、どうでしょう。

なんだかほっとしませんか。 

 



 

 

 

 

  

 

     

 

 
 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 井上 旭幹事 

 

週報受領 

 相模原南 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

「ロータリー財団月間」卓話依頼通知 

「米山月間」卓話」依頼通知 

「第 17回ロータリー全国囲碁大会」開催案内 

 

相模原大野 RC 相模原柴胡 RC 相模原南 RC 

 例会変更通知  

  

相模原大野 RC 相模原南 RC 相模原 RC 

相模原ニューシティ RC 相模原グリーン RC 

 活動計画書 

 

その他の受領書類 

 津久井商工会 

  商工会便りトレンド 74号 

  第 58回通常総代会議案書 

 

 

  
     

     

     

役員・各部門新年度方針   
     
水野 茂副会長 

 会長が一年間円滑な運営ができるよう、副会

長として手助けをしていきたいと思います。 

 

小山里枝会計 

 幹事と共にクラブの運営がスムーズにいくよ

う務めたいと思っております。また昨年度から

会費の徴収方法が変更になっております。速や

かに会費が納入されるよう努めて参りますの

で、よろしくお願い致します。 

 

高橋幸一職業奉仕委員長 

 会長の熱く、強く、曲がりそうもない一本の

思いがありますので、それに協力するべく職業

奉仕の事業をしっかり立ち上げて、実施できる

ようにしたいと思います。 

 

沼崎善充社会奉仕委員長 

 9月にまた 100人運動会に参加する予定です。 

また、今年度はいつも参加している藤野や津久

井のお祭りではなく、11/18の津久井湖イルミネ

ーションと花火に出店し、バザーを行う予定で

す。バザー品のご協力をお願いします。 

 

杉本信一国際奉仕委員長 

 地区社会・国際奉仕委員会の一回目の会議が

ありましたので、その報告をします。年 1 回の

セミナーの開催日が 11/10に決まっています。 

 当クラブが 25周年で、前沢会長の考えている

地元の小中学生を対象にした「職業」をテーマ

とするセミナーの企画を話しましたら、非常に

良い企画であるとを言って頂きました。 

 

小川洋一研修リーダー 

 5年目の研修リーダーです。クラブの創立から

の歩みが 22年で止まっていますので、その後を

まとめようと思っています。 

また、今年は 25周年記念事業実行委員長です

ので、実行委員会でじっくり煮詰めてからフォ

ーラムなどで皆さんの意見を頂きたいと思いま

す。 

 

田畑和久出席・スマイル委員長 

 活動計画書に書いてある通りですが、今年度

はより多くスマイルをして頂いた方に何らかの

表彰をしたいと考えております。 

別に高邁な理想でもなんでもありませんから、

却って、親しみすら感じませんか。 

ただ、それをあんまり分かりやすく言ってしま

うと元も子もないから、分かりにくい言葉を使っ

て、よく分からないように言う。そう考えると、

やっぱこの文章を考えた人は、非常に頭がよい。

色々文句をつけたいところはあるけれど、これを

作った人は、何もかもよく分かった上で、敢えて、

こう作ったのではないか。そう考えると、非常に

味わい深いものがある…。 

…以上、「社会奉仕に関する 1923年の声明」の

１）に対する、私の非常に拙い考察であります。 

 

さて、お待ちかね。「例会に来なけりゃ聞けな

い面白い話」シリーズ第 1弾！ 

『私の忘れえぬ人々 その１ －私が命の恩人

になってしまった話‐』 

 

今から 10年以上前のことです。 

不意に、本当に不意に（要するにアポなしで）、

私の事務所を一人の初老の男性が訪ねてきまし

た。 

― ここから先は、例会出席者のみが知る…。― 

今日は、「その１の前編」というとで、後編は

次回にお届けします。お楽しみに。 

 

 



 

 

 

スマイル委員会 田畑和久委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長』 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞      

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  佐藤さん、一昨日の会長・幹事会へのご出席ありがとうございました。今日は世界

大会のお話、ありがとうございました。「例会に出なけりゃ聞けない面白い話」次

回もお楽しみに。 

井上 旭会員  7/10の会長幹事会で、相模原橋本クラブで緑区内のクラブで合同の行事(例会含む)

をしようと話がありました。前向きに検討したいと思います。 

小川洋一会員  7 月 28、29 日は中野の祭りです。準備等で忙しい日が続きます。なんでこんな疲

れる事をするのか、いまだわかりません。 

杉本信一会員  地区の社会・国際奉仕委員会の第 1回に出席してきました。年間 7回あるそうです。

セミナー11月 10日アクロス湘南です。初回報告です。 

水野 茂会員  山口さんが暑さで疲れているので、頑張って欲しいのでスマイルします。 

佐藤祐一郎会員 あつさにまけた。決議 23－34 をクラブ例会で取り上げたのは、たぶん初めてであ

ります。今年は楽しみです。 

高橋幸一会員  沼ちゃん、お土産ありがとうございます。週末も少年野球大会が開催されます。 

        35℃になるそうです。無事にロータリー杯が終わることを祈っています。 

小山里枝会員  昨日、北海道に住むロータリアンの友人と会いました。そして先日ゲットしました

職業奉仕委員会の冊子を差し上げてしまいました。理由を伝え、もう 1冊ゲットの

予定です。きょうは忘れ物をとりに戻ったのに…筆記用具を忘れてしまい、シャー

ペンを借りました。山口さん、ありがとうございます。 

はません、ごちです。沼崎さん！ 

田畑和久会員  昨日、長女が入籍したので。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6 月 21 日から行ってまいりました。大谷ガバ

ナーご夫妻、栗林幹事ご夫妻、杉崎さんご夫妻な

ど南クラブの方々と一緒でした。 

 開会式に出席しましたが、直前にお亡くなりに

なったアフリカの RI 会長になる予定だった方の

ご家族に感謝状が渡され、その方についてのお話

がありました。 

 前年度の会長は、亡くなったアフリカの RI 会

長になるはずだった方を背負った上で会長にな

られたということが、方針にもよく表れていたと

感じました。 

 残念ながら開会式だけしか出られない例年の

ツアーですが、世界大会は 3日間で色々な分科会

もありますので、日本人は開会式だけでなく、も

っと参加した方がいいと思います。 

 トロントは相模原市と姉妹都市ですので、向こ 

うの日本人会の会長さんや、総領事もいらして

ました。当地区からは 74 人の参加があり、そ

の中で第 5グループは圧倒的に多く、相模原RC

から 12 人位、南 RC も 8 名ほど参加していま

した。 

 来年はハンブルグで杉岡さんがオンツーハン

ブルグの委員長ですから、人集めをされると思

います。積立をして世界大会参加を推進してい

るクラブもあります。たまには当クラブも皆さ

んで参加できればいいですね。 

 

トロント世界大会報告  

佐藤祐一郎会員 

 


