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

第 1154 回
司会

前沢弘之

会長
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私の「ざっくりロータリー」 － 何を、どう
するのか －
今日は、大変めでたい日です。池田さん、当津
久井中央ロータリークラブへのご入会、誠におめ
でとうございます。心より歓迎申し上げます。
病欠中の具さんも、来月あたりから復帰できそ
うだということです。待ち遠しい限りです。
今日は、池田さんをお迎えしたということもあ
り、ロータリークラブというものについて、大変
大雑把にですが、私なりの理解をお話ししたいと
思います。
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本日欠席者

井上

旭

斉唱

我等の生業

【 理念（何をする？） 】
（国際社会にとって、地域社会と
って、私個人にとって…）
↑…（持続的に）変化させる

よりよい世界

現実の世界

ロータリーの定義
ロータリーは、人道的な奉仕を行ない、あらゆ
る職業において高度の道徳的水準を守ることを
奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄
与することを目指した、事業及び専門職務に携わ
る指導者が世界的に結び合った団体である。
（キーワード：奉仕、職業倫理、世界平和、国際
性、リーダーシップ）
定義としては、こうなるようです…が、立派な
御託が並んでいる…という感じです（ちなみにゴ
タクというのは御託宣、つまり神のお告げの略で
す）。特に新入会員にとって、一番知りたいのは
「ロータリーってのに入ったんだけど、つまり、
何をどうするの？そもそもロータリーに入るこ
とにどんな価値があるの？」ということだと思わ
れます。そこで、この機会に、それを改めて考え

現在会員数

事

てみました。
理解不足を恐れずに、私なりのイメージを図式
化すると、次のような感じです。

前沢弘之会長

【 出席報告者

幹

平成 30 年 8 月 23 日(木曜日)《5》

杉本信一 SAA

会長挨拶

長

（国際社会の現実、地域社会の
現実、私個人の現実）
紛争、対立、低迷、少子高齢化

※「より良い」とは？…多義的、多様
～ロータリーが考える「より良い（善い）世界」
・5 つの中核的価値観（2007）…どういうこと
に価値を置くか。
①親睦
②高潔性 ③多様性 ④奉仕
⑤リーダーシップ
…これを表すのが、四つのテスト
（逆から見ると分かりやすい。孤立、下劣、画一
的、自分のことばかり、尻馬に乗る…）
・6 つの重点分野(補助金によりＲＩが支援するプ
ロジェクト）
…どんな世界がよい世界だと考えるか。
①平和と紛争予防（紛争のない世界）
②疾病予防と治療（病気のない世界）
③水と衛生（衛生的な世界）
④母子の健康（母子の健康が守られる世界）

田畑和久委員長 】

出席対象数
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高橋会員

本会出席数

14

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

1

93.33％

100％

前々回修正出席率

92.86％

⑤基本的教育と識字率向上
理念も、その実践も世界的規模の大きなもの
のというわけではなくて、諸刃の剣…というか、 ですから、しっかりした組織があって、その組
（教育が行き渡った世界）
⑥経済と地域社会の発展
織の在り方に関する規定（定款、細則、活動計
（地域の経済・社会が元気な世界）
画等）がきちんと決められていることが活動の
前提になるわけです。これは、大変しっかりし
【実践（どうやってする？）】 …奉仕と親睦
たものになっています。…というか、それだけ
様々な個性を持った高潔な職業的リーダー達
の、まあ、そんじょそこらにはない大きな、し
が、親しく睦み合いつつ、地域や世界に奉仕する（こ
っかりした組織と規程をもった団体だから、大
とによって、この世界を、より良い、より住み心地
きな理念をもって、大きな実践ができるわけ
の良い世界に近づける）。？
す。
奉 仕

＋

５大奉仕部門
1. クラブ奉仕（クラブの充実のため
の活動 ex 増強、広報、研修）
2. 職業奉仕（職業倫理、職業を通じ
た奉仕活動）
3. 社会奉仕（地域社会の生活の質の
向上のための活動）
4. 国際奉仕（国際理解、国際親善）
5. 青少年奉仕（育成、養成、様々な
機会の提供）

寄付（Ｒ財団、米山奨学会） ⇒ 補助金

親

・個人個人の（お互い一人の人と
しての）関係の構築(友好・友情）
・知り合う喜び、分かり合う喜び
ex 共通の趣味…同好会（サークル）
的な楽しみ
＋ 奉仕活動の充実、参加意欲の醸成

睦

※ 目的（世界をより良くすること）と手段（奉仕
と親睦によって）という整理も可能でしょうが、奉
仕は奉仕として、親睦は親睦として、
（手段的にでは
なく）それ自体を楽しむという捉え方の方がまっと
うだと考えますので、理念と実践という形で図式化
してみました。
奉仕すること、親睦することは、それ自体楽しい。
…これは経験的な事実です。

【組織・規程（活動の組織・体制）】
世界的な規模の理念の実践

…世界的規模であること（＋職業人の団体である
こと）に、ロータリーの特徴がある。
（仲間が世界中にいる）
ＲＩと地区
※ガバナー＝ＲＩの役員
グループ
～私たちは、「国際ロータリー第２７８０地区
第５グループ」に所属。

【機会（opportunity）」という言葉 （誰が？）】
さて、では、あなたは具体的に何をするか
…ですが、ロータリーでは、「機会」という言
葉がよく使われます。つまり、ロータリーとい
う組織から私たちに提供されるのは、あくまで
も機会に過ぎません。
それをどう生かすかは、…あなた次第。
【結びに代えて】
（私が幹事の時に、地区が、1 分間でロータリ
ーを説明せよというということをやり、私は
こんなことを書きました。）
ロータリーには何がある？
地域に奉仕する機会、仲間との親睦の機会、自
分の品位を高める機会、子供や若者を飛躍させ
る機会、広く国際交流や途上国援助の機会、病
の撲滅や世界平和に貢献する機会…。
要するに「きっかけ」なのだ。人生を充実させ
るための。
人生は、きっかけ次第でどうにでもなるが、そ
いつをつかまないと、どうにもならない。
君もつかんでみないか？
ロータリアンに
なって。

以上で終わります。

幹事報告 井上 旭幹事
週報受領
相模原柴胡 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
地区大会書類
相模原グリーン RC 相模原ニューシティ RC
相模原大野 RC 相模原中 RC 相模原柴胡
RC
例会変更通知
津久井 RC
活動計画書

池田豊文会員入会式
小川洋一会員より紹介
池田豊文さん、昭和 48 年生まれの 45 歳です。
職業は私と同じ管工事業で、株式会社池田管工事
の代表取締役社長です。事業所は中野で「いずみ」
さんの上の方にあります。また自宅は西橋本で五
差路の近くです。
同業者であり、また山梨信金経営者会の運営委
員という縁もありまして、前沢会長と共にお誘い
をしました。皆さんの仲間として、どうぞよろし
くお願いい致します。

池田豊文会員入会挨拶
本日より入会させて頂くことになりました池
田と申します。
先程、小川さんの方から詳しく紹介して頂き
ましたので、私の方から話す事は特にありませ
んが、ロータリークラブで皆さんと一緒に勉強
させて頂ければと思いますので、どうぞよろし
くお願い致します。

前沢弘之会長より歓迎の言葉
池田豊文さん、あなたを会員として迎えること
ができましたことを、津久井中央ロータリークラ
ブ理事会と会員を代表して、心からお慶び申し上
げます。
さて、私たちは、
「親睦」を分かち合うためにだ
け、あなたを迎えるわけではありません。私たち
の地域、国、世界を、より住みよい場所にする為
の多くのプロジェクトを遂行する「強力な戦力」
としても、あなたを歓迎しています。
あなたは、このクラブにおいてあなたの職業の
代表者です。それゆえ、あなたの仕事に伴う教育
的価値は、あなたを通じて私たちに、もたらされ
ます。同時に、あなたは、ご自分の職業に対して
「私たちの使節」となって、私たちが今ここで鼓
吹する奉仕の理想と原則を、あなたと同じ専門職
務活動に従事する人々に、あなたから伝えてくれ
ることでしょう。
あなたがその人格と奉仕活動にロータリーを体
現することを通じて、地域はロータリーを知り、
判断するのです。私たちの原則や組織をあなたの
手に託せば安心だと信じたからこそ、私たちは、
あなたを会員として受け入れたのです。
私たちもまた、より善いロータリアンになれる
よう、あなたが力になり、励ましてくれるものと
期待しています。
以上の願いを込めて、あなたにロータリアンの
バッジを着けます。あなたに、ロータリーの親睦
を提供できますことを、心から嬉しく思います。

津久井中央 RC の歴史
小川洋一研修リーダー
今日は当クラブ発足当時の話をします。津久
井中央 RC のスポンサークラブが津久井 RC で
す。特別代表が相模湖の梶原医院の梶原先生で、
その他に拡大補佐が 3 名いまして、この方々が
中心になってご指導下さり、津久井中央 RC が
発足しました。
創立総会前に 1993 年(平成 5 年)に 10 月 7 日
に初例会(仮例会)を行い、その後仮例会を 7 回程
開催しました。
平成 5 年 11 月 6 日に創立総会を JA の大会議
室で開催、11 月 22 日に RI に加盟認証されまし
た。
平成 5 年 11 月 25 日に正式な第 1 回目の例会
が行われ、今日の 1154 回例会に至っています。
RI 認証加盟を記念して、平成 6 年 3 月 27 日
に法政大学多摩キャンパスで認証状伝達式が行
われました。
この時に記念事業として
・4 町社会福祉基金 10 万円×４町 40 万円
・ロータリー財団へ
1000 ドル 10 万円
・米山記念奨学会へ
10 万円
・ボーイスカウトへ
5 万円
・ガールスカウトへ
5 万円
合計 70 万円贈呈しました。
平成 6 年にゴルフの愛好会｢中央 66 会｣が発足
しました。この地区で 66 番目に発足したので
｢中央 66 会｣という名前になりました。
今日は初代の話をしましたが、二代目以降は
また次の機会にお話させて頂きます。

スマイル委員会

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 田畑和久委員長 』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
津久井中央 RC
前沢弘之会員
池田さん、ようこそ。心より歓迎いたします。私が入会した時、家に帰ってカミさ
んが「どうだった？」と聞くので、
「何だかよくわかんないけど、歌を唄うんだよ。
そんでご飯を食べてきた」と答えたのを思い出しました。池田さん、末長くよろし
くお願い致します。
井上 旭会員
池田さん、ようこそお越し下さいました。入会おめでとうございます。
私も入会から 4 年が経ったところです。宜しくお願いします。
水野さん、北海道みやげごちそうさなです。 9/4 から東京ビックサイトで展示会
があり出展します。9/7 までです。是非、顔を出して下さい。連絡下されば入場券
をお渡しします。
小川洋一会員
池田さん、入会おめでとう。永い間待ってました。これからは永いおつきあいをお
願い致します。
水野 茂会員
池田さん、入会ありがとうございます。小川さんの悪い指導は受けずに、良い指導
だけを参考に頑張ってください。
杉本信一会員
池田さん、入会おめでとうございます。これからロータリーを勉強し、共にガンバ
リましょう。
小山里枝会員
池田さん、ようこそ我がクラブへ!! この出会いを大切に長いおつきあい、よろし
くお願い致します。水野さん、お土産ありがとうございます。
きょう出掛けにおかあ様を怒鳴りとばしてきました。
「危ないからしないで」と言っ
ていることをしたためですが、最終的にはわかってくださりニコニコ送り出して下
さいました。
森田正紀会員
池田さん、入会おめでとうございます。これからよろしくお願いします。
水野さん、お菓子ありがとうございます。
佐藤祐一郎会員 池田さん、御入会おめでとうございます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
来週は本厚木 RC のガバナー訪問にて卓話を依頼された為、例会に出られません。
残念です。
山﨑和彦会員
甲子園野球も終りましたね。金足農校の頑張りにはほんとうに感動しました。又、
50 年前の自分達のようで、なつかしく思いました。ランナーが出るとワンアウトで
でも送りバントをして 1 点を取りにいく野球で、今の私立高校全盛の中で公立校と
して決勝まで進んだ事、本当にすばらしかったです。
水野さん、おみやげありがとう。
森田正紀会員
残暑厳しき折、体調をくずさない様に！お盆休みに近所の夫婦と天の橋立てに行っ
きました。暑かったです！
池田さん、入会おめでとうございます。よろしくお願いします。
水野さん、おみやげありがとう！
八木 勉会員
池田さん、入会おめでとうございます。
来週は納涼例会です。親睦委員長として初めてのお仕事です。
楽しい例会になるようがんばります。
田畑和久会員
小川さんがスポンサーで私が入会したのが 20 年前になります。早いものです。
池田さん、末長いおつき合いをお願いします。

