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奉仕の理想

⑥ プロジェクト・行事…奉仕プロジェクトやクラ
ブ行事が、計画通り実施されたか。中身はどう
だったか。
順に見ていきましょう。
①
会 員
ビジターの皆様、本日はようこそお越しください
今年度は、どういうわけか、厄年みたいな年でし
ました。
たね。ケガ人や病人が続出してしまいました。特に
今日は、今年度最後の通常例会です。最後の最後
具さんと森田さんは、えらい目に遭ってしまいまし
に、このように大勢のビジターをお迎えできるなん
たね。
て、まるで夢？のようで、大変嬉しゅうございます。
吉野さんは、入院で 25 周年記念旅行会に行けず、
…で、恒例の私の七面倒な会長挨拶は、丁度うまい
山口さんもインフルエンザで行けず、挙句に井上さ
具合に先週締め括らせていただきましたので、今日
んが入院で PETS に行けず…。
はございません。
皆さん命に別状なくて何よりですが、当クラブの
もっとも、本日の例会プログラムは、会長による
ような少人数クラブは、全員がレギュラー選手です
「今年度総括」です。時間の都合もございますので、
から、一番大事なことは、「皆が元気なこと」だと
このまま続けさせていただきます。
いうことが、身に沁みて分かった年でしたね。
さて、その少人数クラブたる当クラブの最重要課
【 今年度総括 －会長－ 】
題の、会員増強・維持ですが、年度初めと比べると、
では、今年度の総括をいたしましょう。幹事、会
純増１を達成です。
計、各委員会のそれぞれの担当部分に関しては先週
当クラブにとって、今年度最大の出来事は、何と言
やっていただきました。山崎さんの青少年奉仕総括
っても、池田さんの新入会です。池田さんには、既
は見事でしたね（山崎さんは、日頃から子供たちの
に次年度の奉仕プロジェクトのリーダーをお願い
ことや地域の未来に心を砕いておられるから、あの
してしまったほど、素晴らしいメンバーを加えるこ
ように喋れるのです）
。いくつか反省点や問題点の指
とが出来ました。「増強」という言葉は、何だか品
摘がありましたが、私から見ると、皆さん本当に良
がなくて嫌いなのですが、新たな優れた個性が加わ
くやっていただいたと思います。まあ、一番の問題
るというのは、本当に嬉しいことです。
点は会長たる私だろうと思います。
ともあれ、佐藤さんもハンブルクから無事お帰り
今日は、クラブ全体として、今年度はどんな年だ
で、明後日の最終例会（石和温泉京水荘、午後６時
ったか皆で振り返って、それを次年度につなげて参
点鐘）は、全員が元気な顔を揃えられる予定です。
りましょう。
大いに楽しみましょう。
年間活動計画を踏まえ、いくつかの項目に分けて ② 例 会
見ていき、最後に私の会長方針が、どういう顛末に
続いて、例会を総括してみましょうか。
なったか、総括します。
私、ガバナー月信で 4 月までの出席率を計算し
項目ですが、先週との重複を出来るだけ避けて、
てみたのですが、例年通り 90％強の高水準が維持
次の６つで考えてみます。
されています。…ということは、まあ、今年度の例
① 会員…何より大事な、会員の皆さんの状況。そ
会も、皆さん、それなりに楽しめたと言ってよいの
れから、維持増強がどうだったか。
でしょうかね？
② 例会…「基本は例会にあり」です。例会充実
出席率といえば、小川さんの設立以来皆出席とい
していたか。出席率はどうだったか。
う金字塔（ピラミッド）は、今年度も継続されまし
③ 親睦…説明不要ですね。
た。小山さんの入会以来皆出席も維持ですね。
④ 寄付…これも説明不要です。
小川さんの金字塔の原動力は、何ですか？
⑤ 地区、グループ…地区やグループとの関係は、
…例会の日は、ちゃんと予定をあけておくこと…か
どうだったか。
な。

会長挨拶

今年度総括
前沢弘之会長

【 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

16

16

15

1

93.75％

81.25％

本日欠席者

沼崎会員

前々回修正出席率

87.50％

取り立てて言うようなことではないと。普通に
さすが高橋！と思いましたね。もっとも、後で小
やってるだけだと。…だそうですので、もう一人
川さんから、違いは「修練」であるというフォロ
入会以来 100％を継続中の池田さん、ぜひ小川ピ
ーがありましたね。やっぱり小川さんは別格です。
ラミッドを目指してください。
（話は違いますが、吉野さんのリーダーシップも
今年度の皆出席者（ちなみに昨年は 5 名）は、
別格だと、いつも感じています。）
最終例会で田畑委員長から発表と表彰をいただき
それやこれやの末に、池田さんに「皆さんの
ます。お楽しみに。
お話を聞いてどうですか？」と聞くと、
「すっか
今年度は、６名おられます。（田畑）
り安心しました。このまま、続けられる自信が
ところで、皆さん私の長っ話に気を取られてお
つきました」とおっしゃる。ああ、池田さんも
気づきでないかもしれませんが、今年度の外部卓
いい人で良かったと、思いましたね。…実はそ
話は、かなり充実していたと思います。
れこそが私の目論見で、余りにも思惑通りで驚
10/18 米山奨学生 ダン・モーモー君
いてしまったのですが、たぶん、皆さん、分か
12/6
金沢 PAG の地区財団卓話、中村「ロ
っていながら、私の術中に素直にはまって下さ
ータリーの友」地区代表
ったのだと思います（何も、皆さんが単純で分
2/21
高橋英礼奈さん
かりやすいなんて言いたい訳ではありません。
3/7
JC の佐藤理事長
誰だってそれぞれ複雑に決まってます。しかし、
3/28
大谷パストガバナー
少なくともここでは、複雑である必要がない。
大谷 PG というビッグゲストもお迎えできまし
利害関係がないし、
「奉仕の理想を鼓吹」したり
たし、皆さん、素晴らしいお話をして下さいまし
しているわけですからね。ここには、以前お話
た。が、何と言ってもミス・ワールド特別賞の高
しした好ましい「社交」が成立しているという
橋英礼奈さんでしたね。高橋さん、こういう席で
ことです）。
娘の話を聞くという経験、どうでしたか？
③ 親 睦
…貴重な経験をさせていただきました。
これは、例年通り充実しましたね。8 月の納涼
チャンスがあれば、うちの子や、森田さんの坊
例会では、池田さんの歓迎会と具さんの復帰祝
ちゃんや、留学中の具さんの娘さんの話なんかも
いができましたし、11 月にはモンゴルの元米山
企画したいですね。
奨学生バト君と旧交を温めることが出来まし
一つ、提案ですが、次年度は、誰かの奥さんに
た。近いうちに、今度はこちらからモンゴルを
卓話に来ていただくというのはどうです？
訪ねようと計画中です。12 月の年次総会、3 月
…。
の田園での夜間例会、それからＩＭや地区大会
通年のプログラムとして、クラブの創立 25 周年
のあとの諸々など、八木親睦委員長には、大変
ということから、小川研修リーダーに「クラブの
ご活躍をいただきました。会場の手配やら何や
歴史を振り返る」シリーズをお願いし、5 回にわ
ら、私なんぞは、つい面倒がってしまうのです
たってお話しいただきました。まだ話足りていな
が、八木委員長は、やっぱり日頃の鍛え方が違
いということですので、次年度も困ったときの小
うので、見事な手腕を発揮していただきました。
川さん、是非お願いします。
そう言えば、先週、高橋次年度親睦委員長か
それと、私、いつも思うのですが、田畑委員長
ら、もう納涼例会についてのご提案がありまし
のスマイル報告は、もしかしたら日本一ではない
た。次年度の親睦にも、期待が高まります。
かというくらいの圧倒的レベルです。そのハイレ ④ 寄 付
ベルのスマイル報告で毎回例会を締めていただい
続いて、寄付。これは、井上財団委員長、小
ているのが、今年度の大きな特長ですね。
山米山奨学委員長のご尽力で、今年度も、ほぼ
私の長～い会長挨拶については、最終例会の飲
目標額達成ですね。
みの席で、思い切りご批判いただくとして、一つ、
先週の次年度理事会で、次年度の寄付金の集
平成最後の会長挨拶で、挨拶というよりも会長フ
め方が議論になりましたが、先ほどお話しした
ォーラムのような形で皆さんとやり取りしながら
ロータリーの圧倒的な財力は、この寄付をもと
進めたことがありました。吉野さんと小川さんに
にしているわけです。私、会長方針の中で「奉
「25 周年ということで何か感慨みたいなものが
仕とは、差し出すこと。この私を。私の労力を、
おありか」とお聞きすると、お二人とも「そんな
知識を、経験を、お金を…」と申し上げました
ものはないな」と。実は私の原稿には「お二人と
が、ロータリーは、汗をかくか金を出すかどっ
も、現役で突っ走っておられる真っ最中ですから、
ち？ではなくて、
「汗もかくけど金も出す」だろ
感慨もへったくれもないのかも…」と、初めか
うと思います。一方で、3 回に分けて長々とお話
らら書いてあって、完全に予想通りというか、分
しした「私の奉仕論」の中では、
「誰かがやって
かり易い方たちでよかったと思いましたね。会長
くれるだろう」ではなくて「私がやる」という
経験者ばかりなので、
「会長をやる前と後で、ロー
自発性こそが奉仕の根幹であるなどと偉そうに
タリーや自クラブに対する意識に何か変化があっ
申し上げました。自発的であることを強制する
たか」と聞くと、山崎さんはじめ「何も変わんね
なんてのは矛盾以外の何物でもありません。問
えな」と皆さんおっしゃる。なんて良いクラブな
題は、その辺の折り合いをどうつけるかですね。
んでしょうね。
（私に同じ質問をしたら、今はまだ
言わずもがなですが、敢えて繰り返しておきま
幾らか勘違いしていて変なことを答えるかも知れ
す。
ませんが、一月も経てば、間違いなく「何も変わ ⑤ 地区、グループ
りません。唯ひたすら一会員です。」と答えると思
以前申し上げた通り、ガバナー公式訪問と地
います）
。印象に残ったのは、高橋さんに JC とロ
区大会は、ロータリーの国際性を垣間見ること
ータリーの違いなどという厄介な質問をしたとこ
のできる数少ない機会です。そして外部とのお
ろ、
「お金の使い方ですね。」と答えられた。実際、
付き合いなくして、己を知ることはできません。
我々、普段のつつましい生活で忘れがちですが、
9 月の脇ガバナーの公式訪問では、当クラブ
ロータリーは、全世界 3 万 5000 クラブ、120 万
は、大変ご好評をいただけたようでしたし、地
人という大組織で、その財力にも圧倒的なものが
区大会にもほぼ全員参加でしたね。親クラブが
あるわけです。我々は、寄付とか、補助金事業と
ホストクラブを務められた第５ＧのＩＭにも、
か、相当なお金を社会奉仕のために使える立場に
ほぼ全員参加でした。
あるということを、ちゃんと意識すべきだな、
グループとの関係という点では、特に井上幹
事と小山さんにご活躍いただきました。橋本ク
ラブの七夕まつりでのポリオ募金の際の応援
や、井上さんは、第５グループの全クラブに、

事と小山さんにご活躍いただきました。橋本クラ
ブの七夕まつりでのポリオ募金の際の応援や、井
上さんは、第５グループの全クラブに、お手製の
募金箱をプレゼントされました。小山さんは、グ
ループに限らずあちこちにお仲間を作って下さい
ます。お蔭で素敵なゲストにもお越しいただける
わけです。
地区との関係では、何と言っても、うちには佐
藤さんがいます。そして、今年度は、杉本さんと
森田さんが地区の委員。次年度、佐藤さんは公共
イメージ委員会の、なんと委員長。杉本さんが引
き続き社会奉仕委員。具さんが姉妹地区委員。困
ったことに私も職業奉仕委員…。こんな遠方の小
クラブで 4 人はきついのですけれど、まあ、地区
はＲＩや世界の仲間との窓口というか玄関口みた
いなところだと思いますので、広い世界との接触
の機会を確保しておくという意味でも、できるだ
け協力を惜しまないようにしよう…と言うほかな
いですね。
佐藤さんの委員長としての抱負（と世界大会報
告）は、次年度に残しておきましょう。
⑥ プロジェクト・行事
最後に、肝心のプロジェクトとクラブ行事につ
いて総括してみましょう。
6/30 少年野球ロータリー杯の開会式(6 名参加)
7/22
〃 表彰式(5 名参加)…皆で子どもたち一
人一人にメダルをかけましたね。あの嬉しそ
うな顔を思うと、これはやめられませんね。
9/30 ほのぼの 100 人運動会（台風の影響で、私
と井上幹事のみ参加）
11/18 津久井湖観光センター祭りで、チャリティ
ーバザーとポリオ募金（ほぼ全員参
加。加えて橋本クラブと大野クラブから
応援をいただく）…水野さんの圧倒的な
販売力と、池田さんの大活躍。その経験
をもとにした素晴らしいイニシエーショ
ンスピーチが、記憶に新しいですね。
11/21 モンゴルの元米山奨学生、バトゾリック君
の来日歓迎会
12/7
串川中学校にて、生徒たちの職業体験の
発表会に同席（前沢、井上、池田）
…私は、次年度以降への布石として捉え
ています。
1/10
初の試みとして、津久井ＲＣ・相模原橋
本ＲＣと、3 クラブ合同のお正月例会
…橋本クラブさんのお陰ですね。
1/27 創立 25 周年記念家族旅行（参加者数 31 名）
…小川実行委員長と沼崎さんにご苦労を頂
いたお陰で大変楽しい記念旅行でした。
2/23 さくら植樹事業の応援（4 名参加）
…森田年度の事業のフォローアップが、少
しできたかなと思います。
こうして並べてみると、今年度もなかなか
色々ありました。
年度の初めに、今年は 25 周年という節目の年な
ので、それに関する行事などに力を入れたいとい
うことと、奉仕プロジェクトとして、小中学生向
けの職業をテーマにした事業を考えたいと申し上
げました。後者に関しては、ひとえに私のリー
ダーシップ不足で、実現には至りませんでした。
ちょっと一人相撲を取っちまったかなと…。た
だ、布石は打てたとは思っているのですが。

会長という立場を委ねられると、最初は「あれも
やりたい。これもやりたい」と、つい力が入って
しまうのですが、限られた時間と資金の中で、こ
の人数で取り組むわけですから、年度が進むうち
に「こりゃ難しいわ」と、ひしひし感じてきます。
あれもこれもと考え過ぎると、どれも中途半端に
なりがちです。次年度は、既に補助金プロジェク
トが決まっていますから、まずはこれに力を注ぐ
ことだと思います。そして、井上さん、頼りにな
る仲間たちです。困っても困らなくても、遠慮な
く助けを求めることだと思います。…私自身の反
省を込めて。
色々ごたごたと申し上げてしまいましたが、チ
ャーターの皆さんをはじめ、先輩方は、ずっとこ
ういうことを見続けて来られた訳です。まあ、誰
もが通る道だと…経験しなけりゃ分かりっこな
いのだから、好きなようにやってごらん。そんな
風に見守っていて下さったのだと、ようやく分か
りました。
この場をお借りして、皆さまに心からの感謝を
捧げ、今年度の総括といたします。
１年間のご協力誠にありがとうございました。

ゲスト紹介
栗原 和子
大河原幸夫

様
様

秦野 RC
相模原西 RC

関口
原

様
様

相模原西 RC
相模原橋本 RC

修
幹朗

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
米山記念館創立５０周年記念式典開催案内

スマイル報告

相模原 RC
相模原ローターアクト例会案内
津久井 RC 相模原南 RC
IM 報告書

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長』
相模原橋本 RC
会 水野 茂委員長
原 幹朗 様
久しぶりに伺いました。よろしくお願いします。
秦野 RC
栗原和子 様
お世話になります。佐野年に地区クラブ管理運営委員会で小山里枝さんとご一緒さ
せて頂き、その時のご縁で本日出席させて頂くことになりました。次年度、秦野 RC
の会長となりますので、よろしくお願い致します。
相模原西 RC
関口 修 様
前沢会長、井上幹事、一年半お世話になりました。本日はお世話になります。
相模原西 RC
大河原幸夫 様 本日ははじめてお伺いさせていただきます。宜しくお願い致します。
津久井中央 RC
前沢弘之会員

ビジターの皆様、本日はありがとうございます。1 年間ありがとうございます。
明日から、無口な男に戻ろうと思います。
井上 旭会員
本日は例会場での例会が本年度最後になりました。大勢のビジターの方にお越し頂
きました。秦野 RC から栗原様、相模原橋本 RC の原様、相模原西 RC から関口様、
大河原様、遠路お越し下さり、花を添えていただき御礼申し上げます。
佐藤祐一郎会員 皆様、欠席が続き申し訳ありませんでした。ゲストの皆様、本日はようこそお越し
いただきましてありがとうございます。何とか帰って参りました。
小川洋一会員
大勢のお客様、ようこそ津久井中央 RC へ。小さなクラブですけど、宜しくお願い
致します。この場所での例会も今日が最後です。あと 1 回最終例会があります。前
沢会長、気を抜かないで！
水野 茂会員
今日は小川さんが楽しそうなのでスマイルします。
池田豊文会員
ビジターの皆様、ようこそおいで下さいました。佐藤さん、おみやげありがとうご
ざいます。小山さん、おまんじゅう、ありがとうございます。ゆうべ飲みすぎて、
気持ち悪いです。
山崎和彦会員
お客様の皆さん、ようこそ。前沢会長、井上幹事、1 年間、お疲れ様でした。充実
した 1 年でしたね。土曜日には石和で思い切り、ごくろうさん会をやりましょう。
八木 勉会員
本日は秦野 RC 栗原様、相模原西 RC 関口様、大河原様、橋本 RC より原様、多く
方が来ていただいてありがとうございます。
吉野賢治会員
秦野クラブ、相模原西クラブ、相模原橋本クラブの皆様ようこそ！毎日会議で忙し
いです。佐藤さん、小山さん、おみやげありがとうございます。
高橋幸一会員
ビジターの皆様、ようこそお越し下さいました。中でも原さんには娘も含め、親子
で大変お世話になっております。本当にありがとうございます。土曜日はやっぱり
雨ですね。スミマセン雨男強し!! 最終例会も宜しくお願いします。
森田正紀会員
本日は多くのビジターの方々にお越しいただき、ありがとうございました。前沢会
長、井上幹事、一年間大変お疲れ様でした。井上さんはこれから会長として一年間
体に気をつけて頑張ってください。
小山里枝会員
本日はビジターの皆様、ようこそ津久井まで、ありがとうございます。にぎやかな
例会になりました。佐藤さん、ドイツのお土産ありがとうございます。最終例会、
晴れますように！小川さん、水野さん、今日もセッティングをありがとうございます。
田畑和久会員
多くのビジターを迎え、本年度最後の例会場例会がにぎにぎしく行えました。あり
がとうございました。

