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斉唱 それでこそロータリー

私は、まだ９年目ですが、ここにはもうおられ
ない、素敵な方々のことを思い出します。
金井さんは私が入会した時の会長でしたが、
金井さんほど一生懸命に会長挨拶をされた方
を知りません。いつも、挨拶のことで頭が一杯
だとおっしゃっていました。
歯医者さんの井上先生は、実にダンディーな
方でした。でも、酔っ払いでしたね。ものす
ごく知的（インテリジェント）な酔っ払い…
みたいな。あるいは「私は愚か者だが、自分
が愚かであることは良く知っている」という
ような種類の格好良さを持った方だったと思
います。今でも、ああ、井上先生がここにお
られたらなぁと思います。
４ さて、現役真っ盛りの佐藤さんの第一印象を
申し上げれば、この人は何者だろう？こんな田
舎の小さなクラブに、場違いな感じ、なんだか
匂いが違うという感じでした。
佐藤さんが、ロータリーを好きな理由、一番
やりがいを感じるところって、どこですか。
そうね～。「求められる」ところかな。求められた
ら、それに応えるということ。入会したての頃は、
あれやって、これやってと言われて、放り出したく
なる時もありましたけど…。
ふーむ。
「求められてある」という在り方（自
分の存在のしかた）…ですか。「ユウちゃん、
あれやって。ついでにこれもやってね。
」と言
われちゃうところってことですか？
うっ・・・。 まあ・・・ね。

前沢弘之会長

平成の終わりの、１０連休の直前ですね。何
かふさわしい話題をと考えたのですが、うまい
話は思いつきませんでした。
そこで、今日はちょっと趣向を変えて、皆さ
んに話を振りながらやってみようと思います。
１ さて、今年度は我がクラブの創立２５周年
という節目の年でした（まだ、「です」か）。
沼崎さんには先日卓話をいただきましたの
で、同じくチャーターメンバーの吉野さんに
お聞きします。
何か、感慨のようなものがありますか。
う～ん。感慨は…特に、無いな。
25 年間ロータリアンであり続けるという
のは、決して簡単なことではないと思いま
す。吉野さんをロータリアンであり続けさ
せたものは、何だったのでしょう。
それは、仲間だよ。クラブ内だけじゃなくて
ね。外の仲間も含めて。
２ 小川さんに同じ質問です。（感慨、なんで
25 年もやっちゃったのか）
右に同じ。 感慨もない。
３ お二人とも予想どおりのお答え、ありがと
うございます。吉野さんも小川さんも、
（特に
小川さんは、出席免除の申請もされずに）現
役で走り続けておられる真っ最中ですから、
感慨もへったくれもないでしょうね。３０周
年を取り仕切っていただかなければなりませ
んし…。

【 出席報告者

幹

田畑和久委員長 】

現在会員数

出席対象数
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本日欠席者

具会員

前々回修正出席率

93.33％

５

先々週の（同じくチャーターの）沼崎さん
のお話を私なりに無理矢理まとめると、良い
仲間ができたこと、そして、それまでは手が
届くはずがないと思っていた世界に、手を伸
ばせば届くこともあるということに気づい
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私
た。それがロータリーの醍醐味というお話だ
ったと思います。
確かに、皆さんと同じく私も随分色々な組
織に属していますが、その中で最大の組織と
いえば、文句なしにロータリーですね。全世
界３万５０００クラブ、１２０万人。桁違い
のスケールです。このスケールと国際性…ど
んなに片隅の小クラブからでも、見晴るかせ
ば、あるいは少し目を凝らせば、そこに「世
界」があるじゃないか。それを生かさなけり
ゃ嘘だろう、そういう組織にただ所属してい
ることだけで満足している場合じゃないとい
うことでしょうね。
（だから世界大会にも行け
と…）
６ 小山さんは、１２年目。とてもロータリー
を大事にしている印象です。いつも気合を入
れて出席して下さり、グループや地区での人
気は抜群です。まあ、ご苦労も多いと思いま
すが…。ところで、会長をやる前と後で、ロ
ータリーの見方とか、クラブに対する思いと
か、何か変化がありましたか？
ふふ。特に変化は・・・クラブに対しては、あり
ませんね。ただ、会長や幹事をしたりすると、お
付き合いがとても広がりますｳ。
山崎さんは、どうですか？
同じだな。前も後もない。
森田さんは、どうですか？
一応、務めは果たしたから、別のことに力を注
げるようになったかな、という気がします。今は、ま
ちづくりが正念場で、そちらに一生懸命で
はあ。森田さんは、超人気者ですからね。
７ チャーターの次に古株の田畑さん。２１年
ですね。考えてみれば、入会当初は周りはチ
ャーターメンバーばっかりで、その中の新入
会員だったわけですね。どんな感じでした
か？
それは、特に意識しなかったけどね。今より我
が強い？メンバーが多かった気はするけど、小
川さんも、怖いっちゅや怖かったけど。吉野さん
は、紳士な感じ…。
今の、私を含め、ロータリー歴のまだ浅いメ
ンバーに対して、どんな印象を持っておられ
ますか。
まあ、昔の方が、厳しく鍛えられたのかな。で
も、まあ…ね。
８ 水野さん。ＪＣなどで入会前からのお知り
合いが多い中で、入会前と入会後で、皆さん
の印象は、どうですか？

みんな、優しいですよ。小川さんも昔から。山崎
さんは怖い人だと思ってましたが、全然優しい人で
した。
９ 高橋さん。高橋さんもＪＣの出身で、ＪＣ
で大変ご活躍でした。ロータリーとＪＣは、
似たところがあろうと思いますが、一番の違
いはどこだと感じてますか？
同じ「奉仕」でも、お金の使い方が違うと思い
ますね。ＪＣには資金があまりないですから。「寄
付」といった形で奉仕をできるところは、ロータリ
ーの強みでもあるんじゃないですかね。
10 さて、ロータリーに関する事柄を、組織（ク
ラブやグループや地区）に関する事項と、プ
ロジェクト（奉仕活動）に関する事項とに分
けるとすると、まず、組織に関しては、この
２５年で随分大きな変化があったわけです
ね。
クラブに関しては、まず、人数の減少。そ
れに伴って、委員会や情報集会の「形骸化」
に近いような状態…。
（うちは、昔から委員会はほとんど委員長とイコ
ール…みたいな感じなんだよね）
プロジェクトに関してはどうですか。
田畑：奉仕活動は、昔より今の方が充実して
いると思うよ。寄付だけみたいなものではなくて、
実際に汗を流す活動を、今の方が良くやってい
ると思う。
（そうだ。そうだ。）
11 先日の地区研修・協議会で、杉岡ガバナー
エレクトは、次年度について「１クラブ１プ
ロジェクト」という方針を打ち出されました。
部門研修で、松宮ＰＧは、うちのように従
来の委員会区分（職業奉仕・社会奉仕・国際
奉仕・青少年奉仕）で活動しているクラブで
も（青少年奉仕は交換留学のプログラムがあ
るから別建てとするとしても）委員会区分に
こだわらずに、クラブ全体で奉仕事業をする
方向が良いということのようでしたね。
（それは、ＣＬＰって、前から言われているんだよ。）
松宮ＰＧは、これは特に小規模クラブにと
って好ましいことであり、充実した事業がで
きるようになるのではないかということでし
た。確かに、わがクラブでは委員会がその体
をなしていませんね。みんな掛け持ちです。
そんな状態で委員会ごとに事業をしていた
ら、大したことはできないに決まっていると
いうわけです。
うちの次年度のプロジェクトは、もう決ま
ってますが、井上さん、どうですか？
わかりました。一致協力してできるよう、頑張り
ます！

12 長い年月になると、当然、自分は歳を取る
し、家族も歳を取る。家庭の事情や、事業の
在り方や働き方も大きく変わったりする。だ
から、当然、ロータリーとの関わり方にも変
化が生ずるはずです。私自身も、約１０年。
初めの頃は、仕事のあれこれや子供のあれこ
れで、平日の真昼間に毎週あけられるわけが
ないという感じでしたが、ここ数年は我なが
らかなり良く出席していると思います（単純
に「この日でなければだめ」というような仕
事が減ってきたことが大きいのですが…）。
チャーターのみなさんは、そんなあれこれ
の変化にもかかわらず続けて来られた。おそ
らく、肝心なことは、ロータリアンであるこ
とを、いかに楽しむかということなのでしょ
うね。皆さんを見ていて、そう思います。
池田さん、皆さんの話を聞いて、どう思わ
れましたか。
どうということはないな（難しく考える必要はな
いな）、これなら大丈夫だなと思いました。
てんで続けられそうだ、ということですか？
はい！
（しめしめ…）
今日は、会長挨拶ならぬ、会長フォーラムで
した。皆様ご協力ありがとうございました。

幹事報告 井上 旭幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
2019-20 年度地区補助金配分決定通知
グループ幹事
5 月会長幹事会開催案内
相模原グリーン RC
訃報（西迫 真会員）
ロータリーの友事務所
ロータリーの友 5 月号

地区研修協議会報告
小川洋一研修リーダー
次年度の研修リーダーは佐藤さんですが、私が研
修部門に参加させて頂きました。研修部門のリーダ
ーが大谷 PG で、長期計画の RI 戦略計画について、
クラブ研修リーダーの責務と役割という内容でし
た。
我々のクラブで 10 年後をイメージして、どうい
う事をやっていかなければならないか、という話が
色々ありましたが、クラブの現状を見ますと現在 16
名で、これから先どうなるのか予想がつかない状況
です。
前は情報委員会と言っていましたが、今津久井中
央はクラブ研修委員会としています。第 9 グループ
では、箱根 RC が研修リーダー委員会、小田原 RC
は長期計画委員会、小田原北 RC が研修委員会、小
田原城北 RC が長期計画研修委員会、小田原中 RC
はクラブ研修委員会とクラブ長期計画委員会の 2 つ
がありまして、足柄 RC も研修委員会と長期計画委
員会があるようです。
人数が多いクラブは委員会を分けても機能する
と思いますが、我がクラブではこれでいいのかと考
えさせられることが随分ありました。
地区研修協議会とは違う話になりますが、先ほど
前沢会長から JC とロータリーはどう違うのかとい
う話がありました。ロータリーはよく“親睦と奉仕”
と言いますが、JC は三信条と言いまして“友情・
奉仕・修練”です。友情はロータリーでは親睦、奉
仕はサービスになります。一番違うと思うのは、JC
の場合はトレーニングの修練というのがありまし
て、会議の仕方や、色々な事を学ぶ機会があること
です。ロータリーにはそういう事があまりないので、
ロータリーの書物を読んで頂きたいと思います。
うちのクラブは、昔から委員会が機能する場面が
非常に少なくて、委員長が委員会みたいな感じで 1
人で行っていますが、本来は委員が集まって委員会
として色々考えるものなんです。
JC は委員会の活動が凄いです。JC の理事会を見
学すると、物事の決定に仕方などが非常に勉強にな
ると思います。そういう点を見習わなければいけな
いと思う今日この頃です。

スマイル報告

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長』

会 水野
津久井中央
RC

茂委員長

前沢弘之会員

平成最後の例会なので。

井上 旭会員

いよいよ平成最後の例会になりました。21 日の地区研修協議会に参加の皆様、大
変お世話様でした。特に水野さんには迎えに来て頂き、ありがとうございました。
19 年度 20 年度の地区補助金が決定し、よかったです。書類等お骨折り下さった
方々にお礼申し上げます。

佐藤祐一郎会員

地区研修協議会御出席の皆様、おつかれ様でした。そしてありがとうございまし
た。暑いのか寒いのか。会社で早朝は足元にヒーター、家ではエアコン。体調悪
いです。

山﨑和彦会員

2 週間ぶりの出席です。皆さん元気そうで何よりです。大型連休が始まりますが、
仕事がら忙しくなりそうですが、生活の為に頑張ります。

小山里枝会員

地区研修協議会、お疲れ様でした。ほぼ復活しております。ご心配おかけしまし
た。あの日は駅から家まで本当に遠かったです。健康の有り難みをつくづく感じ
ました。10 連休は仕事と家事に専念だと思いまーす。あ～あ。

小川洋一会員

色々な団体の総会が続きます。少しつかれてます。

森田正紀会員

平成最後の例会にスマイルします。

池田豊文会員

補助金申請ありがとうございました。スマイルします。

高橋幸一会員

平成最後の例会に出席できて良かったです。平成に感謝、令和に期待してスマイ
ルします。

水野 茂会員

今日は曇りなのでスマイルします。

吉野賢治会員

大型連休直近ですね！休日が多くても休めません。イベントが多過ぎます。
水野さん、先週の地区協、運転ありがとうございます。

田畑和久会員

地区研修協議会出席の皆さん、ご苦労様。地区補助金が決まって、いよいよ来年
度に向けての活動が始まりますね。池田社会奉仕委員長、根回し頑張って下さい。

