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司会   杉本信一SAA  会長   前沢弘之会長  斉唱  君が代 四つのテスト 

 

 

 

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 15 14 1 93.33％ 87.50％ 73.33％ 

本日欠席者 具会員    

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

 皆様こんにちは。 

新年度が始まりました。不束
ふつつか

者ですが、1年間、

よろしくお願い申し上げます。 

 先週の土曜（6月 30日）今年度最初の事業と

して、「津久井中央ロータリークラブ杯」少年野

球大会の開会式に出席してまいりました。年度

の始まる前日なのですが、一足早く、私がクラ

ブ会長として挨拶と始球式をさせていただきま

した。始球式については、あの日は、天候の影

響でしょうか、いつになく地球の重力が強くて、

私が投げたボールは、ホームベース手前で、も

ろにその影響を受けてしまいました…。 

 

ここで少しスポーツについて考えてみましょう。 

スポーツは、ほとんどがルールに従って勝ち

負けを競う、競技という形式をとります。そし

て、最後まで勝つのはたった一人、またはたっ

た１チーム。つまり、結果からみれば圧倒的多

数にとって、スポーツは負けるためにやるもの

だと言えなくもない。…この「負けること」で、

人は自分の弱さや情けなさ、小ささを知る。そ

れが、人を努力させ、優しくする。もしかした

ら、それこそが、スポーツの最も大きな効用な

のではないか。 

そんなことを、その炎天下の子供たちを見な

がら考えておりました。 

それにしても、あの子供たちを目の前にして 

これはもう、どうしても応援したくなりますね。 

 

    

                                                                               

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

この子たちを大事にしなくて、どうするんだとい

う気持ちになりました。 

 私、挨拶で、野球少年・少女たちにこんなこと 

を申し上げました。 

「君たちは、普段、チームの仲間たちと、もっと 

うまくなりたい、もっと強くなりたいと思いなが 

ら練習をしていますね。この大会は、君たちがど 

れだけうまくなったか、どれだけ強くなったかを 

試す機会です。大事なことは、その『もっとうま 

くなりたい。もっと強くなりたい。』という気持 

ち、一言でいえば『情熱』というやつです。情熱 

さえ失わなければ、大抵のことはなんとかなる。 

私たち津久井中央ロータリークラブは、そんな君 

たちの情熱を大事にしたくて、応援したくて、こ 

の大会の支援を続けています。」 

調べてみましたところ、この少年野球支援事業

は、2008 年に始まっていますので、これで 11

年目ということになります。詳細は、後日、青少

年奉仕委員長から報告していただきますが、改め

て、素晴らしい事業だと感じました。 

ともあれ、これからの 1年間、失速しないよう 

に、気を付けたいと思っておりますので、皆さま、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

     

 

 
 

  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 井上 旭幹事 

 

 皆さん今日は、本年度第 1回の例会に当たり

幹事としてご挨拶をさせていただきます。森田

さん、杉本さんこの 1年会長・幹事として、会

のまとまりも良く楽しい例会でしたご苦労様

でした。 

さて今年度は前沢会長を補佐しながら 25周

年記念の年に当たりクラブの活性化を目指し

たいと思っています。普段ロータリアンとして

活動できるのは、家族の支えがあればこそ、そ

の思いに対し感謝の形を家族例会、家族感謝会

など会員家族同士の親睦が図れれば、日頃家族

のような私たちのクラブ運営にふさわしいの

ではと、思います。 

また、前沢会長の目指す地域の子供たちに私

たち職業人として将来子供たちが目指す職業

について考えるヒントになるような活動をク

ラブ全員で考え実行に移したい、そんな行動が

出来るようクラブ一丸となって進みましょう。

有難うございました。 

＜幹事報告＞ 

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 

上半期人頭分担金送金依頼 

 

グループ幹事 

 第５回会長・幹事会開催案内 

 

金沢パストガバナー補佐 

前年度増強最終報告 

 

相模原 RC 相模原東 RC 

 例会変更通知  

  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

新年度開始に当たって    

       前沢弘之会長 

年度の開始に当たって、今年度の方針につい

てお話いたします。 

何度も申し上げておりますが、今年はクラブ

創立 25周年の年に当たります。 

 小川さんが 3 年前にまとめて下さった記録を

見ましたところ、 

1993年 11月 6日 創立総会 

    11月 22日 国際ロータリー加盟承認 

     11月 25日 第 1回例会 

 

初代会長：古屋 充玄 初代幹事：小川 洋一 

 

チャーター記念事業：寄付金  

津久井４町社会福祉基金 40万 

Ｒ財団・米山奨学会  各 10万円 

ボーイスカウト・ガールスカウト 各 5万円 

とあります。記録をあれこれ見ながら、会長方

針として、こんなことを考えました。 

 

津久井中央ロータリークラブは、創立から 25 年目

を迎えます。 

私たちのクラブには、何かが、確かにあるように思い

ます。 

各人の個性と、その関係性の絶妙のバランス。そし

て、いくつもの奉仕事業。 

それは、チャーターの皆さんや先輩方、そして現会

員が作り上げ、積み重ねてきたもの。 

その地層の上に、今年も、皆で何かを重ねます。 

 

これから、みなさんと色々考えながら、この節

目の年を、なんとか充実した年にしたいと考え

ています。 

基本方針として、「奉仕のリアリティー（の追

求）」という、テーマ（じみたもの）を掲げてみ

ました。 

奉仕とは、差し出すこと。この私を。私の労

力を、知識を、経験を、お金を…。それを受け

取ってくれる人がいて、そこに何かが生まれる。

～これはとても美しい理念です。しかし、皆さ

ん、この時代に、そんな理念がどこまで力を持

つのだろうという疑念を、いつもどこかに感じ

ていませんか？ 

この疑念を、払拭したいというか、少しでも

弱める方向で活動していきたいと思うのです。 

確かに、ロータリーに入れば、寄付をするし、

何かしら奉仕活動をする。だから、「ロータリア

ンであるだけで社会に奉仕しているんだ」とい

うのは間違いではないと思います。 

 



 

 

 

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  ふつつか者ですが、1 年間よろしくお願い致します。始球式のこと、重力がどうのこ

うのとしょっぱなから変な話をしてしまいました。…が、あれは実はフォークボール

です。 

井上 旭会員  いよいよ本年度最初の例会です。毎回楽しい例会にしていきたいです。 

吉野賢治会員  本年度よろしくお願いします。少年野球、行けず失礼しました。 

小川洋一会員  本日より新年度が始まります。前沢会長、井上幹事、一年間がんばって下さい。 

水野 茂会員  前沢さん、一年間頑張ってください。井上さんも来年の為に頑張って下さい。 

山﨑和彦会員  前沢会長、井上幹事、1年間大変だと思いますが、適度に頑張って下さい。 

八木 勉会員  前沢会長、井上幹事、一年間よろしくお願いします。 

佐藤祐一郎会員 いよいよ前沢年度ですね。よろしくお願いいたしまーす。今年こそ増強頑張りましょ

う。トロント国際大会でモーランのイ・ワンサン氏に会いました。2020-21 年度ガバ

ナーに決定したそうです。 

高橋幸一会員  新年度よろしくお願いします。66会コンペ、大変お世話になりました。雨が降らなく

て良かったです。 

小山里枝会員  最終例会、お疲れ様でした。佐藤さん、トロントから無事にお帰りなさいませ。前沢

会長とわたくしの“カナダからの手紙”バッチリです♪ 

        新年度、スタートですね。宜しくお願いします。これから一年間の「席」にビ・ビ・

ビ・ビ・ビックリです。楽しい、そして元気に過ごせる一年でありますように。 

杉本信一会員  前沢会長、井上幹事、本年ガンバリましょう。 

沼崎善充会員  新年度が始まりました。前沢会長、井上幹事、一年間身体に気をつけてガンバッテ下

さい。SAの杉本君もガンバッテ出席して下さい。66会コンペ 2位の沼崎です。ガン

バリました。タバタ君、セブボケ早く直して仕事して下さいネ。 

田畑和久会員  新年度スタートです。気持ちをあらたに頑張りましょう。前沢会長、井上幹事、宜し

くお願いします。 

        改めて、皆様、スマイルと出席を宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 
 

でも、先ほど申し上げた、少年野球。森田年度

の植樹事業。田畑年度から続いている「やまのべ

100人運動会」。こういう事業は、いずれも、「や

って良かったな」という実感が伴いますよね。こ

れ、たぶん、その現場に立って、「この事業はこ

の人たちが求めるものに合致している。それに私

たちは奉仕している。」という実感、リアリティ

ーというものなのではないかと思うのです。そし

て、これこそが、ロータリアンであることの意味、

醍醐味ではないかと思うのです。そういうこと

を、今年度もやっていきたい。というわけです。 

さて、私が、今年度、最も力を入れたいと考え

ているのが、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、あるいは子どもたちと

の討論会の開催です。 

なぜ、そんなことを考えたかといいますと、私た

ちは既に職業人なわけですが、子どもたちにとっ

ては、「職業」あるいは「仕事」というものが、

おそらく人生最大の関心事、あるいは最大の心配

事であるはずだからです。また、これを考えるこ

とは、私たちにとっても、自分自身を振り返った 

 

り（例えば、皆さんに自分のこれまでを年表にまと

めてもらおうかな、などということも考えていま

す）、自分自身の哲学を試されたりすることになる

と思われ、非常に刺激的な事業になると思われるか

らです。さらに言えば、自分がこの時代を、社会を

どんな風に捉えているか、認識しているかが問われ

ます。アレクサやオッケーグーグルに頼めば何でも

してくれる。何でも教えてくれる。そんな時代の職

業、あるいは仕事を、どう考えたらよいのか…。 

いずれにしても、十分に時間をかける必要があり

ますので、これからこの会長の時間を使って、何回

かに分けてお話ししていきたいと思っています。 

その、会長の時間ですが、これはどうしたもんで

しょうね。 

いくつか考えていることはあるのですが、今申し

上げた職業に関することの他に、例えば、自分にと

っての「忘れえぬ人々」の話、私たちの地域にとっ

て切実な「人口」の話、「私の命日」という話…な

どなど、まあ、たぶん、また重力に負けてしまうよ

うな気もしますので、期待はしないで下さい。 

以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 


