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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 

16 16 15 1 93.75％ 100％ 80.00％ 

本日欠席者 八木会員  

 

会長挨拶 前沢弘之会長 
 

（吉野さん、山口さん、お帰りなさい。お留守の

間に、色々ありましたよ。） 

１月２７日の創立２５周年記念家族旅行会は、

総勢３１名の参加を得まして、大変楽しい一日で

した。うちのカミさんも、行く前はウダウダして

おりましたが、とても楽しかったと言っておりま

すので、胸をなでおろしています。詳細は実行委

員長からご報告いただきますが、沼崎さん、何か

ら何まで大変ありがとうございました。参加者の

立場にもかかわらず、ずっと添乗員状態で、それ

を誰も疑問に感じないという、まあ、いつものこ

とですが、改めて心より御礼申し上げます。（少

し強行軍でしたが、お子さん、お孫さんたちのご

体調は…） 

先週（２月２日）のＩＭも、当クラブは１２名

が参加。全員が懇親会まで出席し、内１０名が橋

本で二次会という具合で、ホントに、何と言うか、

…ありがとうございます。 

だいぶ前に親睦についてお話ししました。お忘

れでしょうが、ゲオルク・ジンメルの社交論など

を持ち出して「親睦とは、遊戯的コミュニケーシ

ョンであり、それ自体を楽しむことを本質とす

る。そこでは、中身も目的も問われないし、生産

性などというものは全く想定されていない。結果

的に友情や信頼、優れたアイデアなどが生まれる

ことはあっても、それはあくまでも副産物であって、

何か成果を生むことを目的としたり、何らかの経

済的利益を期待したりすると、本来の価値が

     

     

     

     

     

     

     

     

     

損なわれてしまう。そんな、何の利益も有用性も

ないことに、人間社会は価値を認めてきた。そし

て、ロータリーは、それを中核的な大変重要なも

のと位置付けている。現代社会において、これは

特筆に値する」というようなゴタクを並べました。 

私がそんな話をしたのは、まあ、一言で言えば

ただの遊びのようなことをするというのは、私た

ち「いい大人」にとって、簡単なようで、実は結

構難しいことだという意識があったからです。で

も、当クラブに限っては、それは間違いでしたね。

そんなゴタクを並べなくても、私たちがいつもや

っていることでした。そこが私たちのクラブの神

髄です…というわけで、釈迦に説法でした。サー

カスに行って何かの役に立つか、ＩＭは、我々に

とって有用だから参加するのか…どうも、そうで

はないですね。例えば、サーカスではなくて、歌

舞伎座とか、有名フランス料理店とか、そういう、

名前だけで一定の満足が得られる（私は○○へ行

ったことがある）ようなところへ行くという選択

肢もあったわけです。他所のクラブから「どこへ

行ったの？」と聞かれても、「サーカス…。」と、

恥ずかしげに、あるいは自嘲気味に答えるしかな

い訳で、全然ひけらかせない。でも、それが実際

楽しいのだから仕方ありません（だから、以前お

話しした「誇示的消費（ひけらかすための消費）」 

も、無駄なゴタクだったわけです…）。たぶん、当

クラブのメンバーは、何が楽しいかを誰よりもよ

く知っている、体で知っているということです。

でも、私たちは、ただの親睦団体ではなくて、ロ

ータリークラブなんですね。これが本当に面白い 

ところです。 

 



 

 

                        

のというわけではなくて、諸刃の剣…という 

  

 

     

 

 
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

   

 

 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 井上 旭幹事 

 

しばしば、ロータリーは、親睦と奉仕（あるいは

奉仕と親睦）だと言われます。これ、よく考えてみ

ると、奉仕とは、まさに誰かの役に立つことですが、

親睦は、今申し上げた通り何の役にも立たない。つ

まり、両者は相反する性格を持っているわけです。

（…この点は、明確に意識しておいた方が良いと思

います。奉仕のための親睦とか、親睦のための奉仕

などというふうには考えない方が良いと思います。

そんなふうに考えると、両方中途半端になってしま

うような気がします。遊ぶときは、私たちのように

力いっぱい遊ぶべきで、親睦それ自体を楽しむべき

です。そして、奉仕するときは、力いっぱい奉仕す

べきです。…まあ、これも釈迦に説法ですね。）だ

から、親睦と奉仕の両立は、本当はそう簡単ではな

いはずです。つまり、限られた時間の中ですから、

当然、一方に力を注げば一方がおろそかになるわけ

で、どんなバランスにするか、どちらによりスタン

スを置くのかといったことが議論になり得る（例え

ば、予算配分の問題と直結する）。しかし、当クラ

ブでは議論になったためしがないですね。（まあ、

配分する予算原資がないという問題も大きいのか

もしれませんが）結局、そのクラブのメンバー次第

というか、そのバランスのとり方がクラブの個性で

あって、当クラブは、そのバランスが絶妙であり続

けているということのような気がします。（誤解の

ないように付け加えますと、親睦と奉仕は、性格は

正反対みたいなところがありますが、別に矛盾する

訳ではありません。米とパンのようなものです。ど

ちらも食べるけれど、普通一緒には食べないから、

米を沢山食べればパンを食べる機会は少なくなる。

逆もまた然り。米を美味しく食べるためにパンを食

べようというのは、何だか変。米を食べるときは米

を美味しく食べよう。パンを食べるときはパンを美

味しく食べようということです。） 

この２５年間の歩み。チャーターの皆さんが、諸

先輩方が、我々メンバーの一人一人が積み重ねてき

たもの。その恩恵と、その中に居られることの幸運

を、記念旅行会を終えた今、改めてつくづく感じて

います。 

最後に、…子どもの頃、亡き両親に連れられて、

（木下サーカスだったかキグレサーカスだったか）

東京のどこかにサーカスを見に行った記憶が、脳裏

に刻まれています。空中ブランコや、バイクの曲乗

りや象の曲芸のイメージと、その音と匂いが、懐か

しく思い出されます。私の人生が、一編の映画であ

るとしたら（たった一人、私しか見ることのない映

画ですけれど）、そのサーカスのシーンは、とても

素敵なエピソードです。 

今回ご一緒した、あの子供たちが、じいちゃんに

連れられて、変なおじさんやおばさんたちと一緒に

見たサーカスを、いつの日か懐かしく思い出してく

れたなら、これに勝る喜びは、ありません。 

 

     

     

     

 

週穂受領 

 相模原柴胡 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 次年度の指導者に向けた公共イメージ米山 

奨学セミナー開催案内 

 社会・国際奉仕卓話者派遣案内 

 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

 2月のロータリーレート 1ドル＝110円 

  

国際ロータリー日本事務局 

 ポールハリスフェロー認証状・ピン 

 

米山記念奨学会 

 米山功労者感謝状 

 

ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 2月号 

 

グループ幹事 

 第 8回会長幹事会開催案内 

 

次年度ガバナー補佐 

 次年度会長幹事会開催案内 

 

相模原ニューシティ RC 相模原柴胡 RC 

例会場変更通知  例会変更通知  

 

その他の受領書類 

津久井商工会 

 人と里山が共存したまちづくり構想開催案内 

 

ポール・ハリス・フェロー 

認証状贈呈      

水野 茂 会員  第 1回  



 
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13代（2005～2006） 

 会長 小川洋一  幹事 沼崎善充 

・2回目モーラン RCより子女交換 

 子供 12名、大人 4名、通訳 1名来日 

・アメリカ ニューオーリンズハリケーン（カテ

リーナ）義援金 

・ガールスカウトに 10万円贈呈 

 中道志川トラスト運動 寄付（1999より毎年） 

・藤野産業まつり出店 たこ焼、お好み焼き 

 薬物乱用防止キャンペーン 

・2回目モーラン RCとの姉妹クラブ調印式 

 10名参加 

・米山梅吉記念館訪問、沼津漁港、御殿場アウト

レット  

・チャリティーボーリングオークション（5万円 

 チャリティー基金へ 

・チャリティーゴルフ 相模原東クラブ対抗戦 

・職場訪問 東尾垂の湯 

・ミャンマー子供推進プロジェクト 3万円寄付 

・城山高校バレーボール部インターハイ出場寄付 

 

14代（2006～2007） 

 会長 塚原敦夫  幹事 田畑和久 

・2回目モーラン RCへ子女交換 5名 同行 7名 

・藤野産業まつり出店 おでん、フリーマーケット 

 薬物乱用防止キャンペーン 

・城山花壇 球根代 4万円援助 

・チャリティーゴルフ 

・ガールスカウト 52団へ 10万円寄付 

・GESクラブ（ブラジル）5名来訪 合同例会 

・チャリティーボーリングオークション 

 売上の一部を能登地震被災地へ寄付 

・タイの子供達にそろばん、文具、奨学金を届け 

 る（塚原、久保、田畑）サオトンチャイ学校 

・米山奨学生バルジニヤム・バドゾリク君 

 (モンゴル)来訪 

  

        

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

津久井中央RC 22年の歩み  

      小川洋一研修リーダー    

小山里枝 会員  第 3回 

 

米山功労者表彰       

前沢弘之 会員  第 1回 

 

 

12代（2004～2005） 

 会長 澤山 忠  幹事 杉本信一 

・交換留学生 ベン・ウォルトマン  

津久井 RCと合同受入れ（津久井 RC北島→田畑

→星野→澤山会員の各家庭へ） 

・1回目モーラン RCへ子女交換 7名、同行 5名 

・職場訪問 国会議事堂、フジテレビ見学 

・藤野産業まつり出店、たこ焼の売上を城山高校

前花壇・看板代 同校にて薬物乱用防止キャン

ペーン実施 新潟中越地震義援金送付 

・家族親睦会 吉本演芸鑑賞   

・津久井湖さくらまつりにて薬物乱用防止キャン

ペーン（津久井署、ガールスカウト） 

・ガールスカウト 52団へ 10万円贈呈 

・交通安全フェスティバル（相模湖ピクニックランド） 

・城山高校前にふれあい花壇設置 

・モーラン RC 会長離就任式 6 名参加  



 

 

 

 

 

スマイル報告 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  吉野さん、山口さん、お帰りなさい。今日は天気も良く、表彰も一杯。良い日です。 

井上 旭会員  2月 2日の I Mご苦労さまでした。いよいよ新旧役員のセミナーが始まり、なにか

と多忙になりますが、頑張りますのでみなさんの協力をお願いします。また 1 月

27日の 25周年記念家族例会はとても楽しく、孫がとても喜んでくれました。又、

水野君の子供に対する優しさ（トイレ）を孫が感謝していました。 

水野 茂会員  井上さん、ありがとうございました。吉野さん、山口さん、元気になって良かった

です。皆が元気に生活できるようにスマイルします。 

佐藤祐一郎会員 記念例会おつかれ様でした。遅刻せずに間に合いました。明日は地区チーム研修セ

ミナー、PETS,地区研修協議会と次年度へのセミナーが続きます。池田さんの新会

員の集いもありました。なにやら忙しいです。 

小山里枝会員  吉野さんがお元気で嬉しーーいです！ 先日の 25周年行事お疲れ様で、ありがと

うございました。空中ブランコを真剣に観て、数日首がおかしくて大変でした。ア

ハハ。IM もお疲れ様でした。近頃、忘れものも多く勘違いも多く疲れます。5 日

の火曜日は朝から夜まで水曜日でした。あーあ 

杉本信一会員  25周年旅行、孫 3人おおよろこび。じいさんは嬉しいです。 

具 尚禮会員  今日もしあわせでーす。 

池田豊文会員  先日の IMお疲れ様でした。2次会のサルジで竹鶴の水割りを飲んでいたら、杉本 

        さんにバレてしまいました。竹鶴おいしかったです。スマイルします。 

高橋幸一会員  2 ヶ月かからずに－10kg 達成しました。今週ゴルフ初ラウンドでしたが、体が変

わりすぎてボールに当たりませんでした。 

吉野賢治会員  周年事業家族例会、IM と欠席し、失礼しました。新年早々体調をくずし、普段の

おこないが悪いせいでしょう。所用の為早退します。 

森田正紀会員  申し訳ございませんが、早退いたします。 

山﨑和彦会員  久しぶりの例会、楽しみにしていました。店舗の改修も無事終りました。昨日は小

川さんの所からも請求書がきていました。借金を返す為に頑張って仕事をするつも

りです。 

小川洋一会員  吉野さん、出所おめでとう。山口さん、お菓子ありがとう。 

田畑和久会員  吉野さん、山口さん、インフルおつかれ様でした。他の皆様はサーカスと IM、御

苦労様でした。10名の方、2次会お疲れさま。小川さん、3次会楽しかったですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


