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本日は、清水ガバナー補佐をお迎えしていま
す。今月 20 日が当クラブへのガバナー公式訪問
の予定日ですので、それに備えまして、後程ご指
導、ご助言をいただきます。ガバナー補佐、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
さて、先週は、恒例の納涼例会ということで、
八木親睦委員長にお骨折りをいただいて、橋本の
居酒屋さんで大変楽しいひと時を過ごしました。
丁度、池田さんの新入会と、具さんのお怪我から
の回復、そして高橋さんのお嬢さんのミス・ワー
ルド本選で特別賞受賞というまことに目出度い
事情が重なりましたので、そのお祝いを兼ねて、
また、南クラブの中村さんがビジターとして参加
下さいましたので、内に外に、親睦をはかること
ができました。八木委員長、大変ご苦労様でした。
前々回お話ししました通り、親睦は、ロータリ
ーの中核的価値の一つです（補助金の支援はあり
ませんが）
。ところで、その親睦とは何か。親睦
の価値とは何か。今日は、これを少し考えてみた
いと思います。
皆さん、親睦という言葉から、どんなことを思
い浮かべますか？
大体、飲みながらワイワイ楽しく過ごすという
イメージ（飲みニケーション？）でしょうか。そ
ういう場を設けて、腹を割って話すことで、個々
に知り合い分かり合う（相互理解）。それを繰り
返すことによって、メンバーの間に信頼関係や友
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情が育まれ、やがて全体の一体感が生まれ、組織
の運営やプロジェクトがスムーズに進む…とい
うようなことが私たちの親睦のイメージだろう
と思います。
似たものに社交があります。親睦も社交の一種
と言ってよいように思いますが、「社交」という
と、もっとフラットな、表面的な交際というか、
ちょっと堅苦しいイメージですね。飲み会という
よりパーティーという感じです（地区の晩餐会と
か懇親会が、こちらですかね）。こちらは、腹を
割るところまでは行かない。むしろ、腹を割るの
は反則で、深い人格的な交わりや、自分の内面を
さらすようなこと、生々しい利害に関わるような
ことは忌避されます。自慢話や、飲み過ぎて「俺
はこういうやつなんだー！」なんて大声を出した
りするのは、その場を台無しにするものとして嫌
われる。
（よく、ユーモアだとかウィットだとか、
女性のコケットリーとやらを楽しむのが、ヨーロ
ッパ流の社交だなんて話を聞きますよね。我々
は、苦手ですね。ズバリ言っちゃう人が多い…）
さて、親睦も社交も、会議や討議と違って、何
が正しいかとか、いかに意見を一致させるかとい
うようなことは問われません。つまり、ひたすら
付き合うこと、会話すること、（程度の差こそあ
れ）人格的な接触をすることを楽しむというもの
です。中身も目的も問われない。合意や意思決定
といったものからも解放された、いわば遊戯的な
コミュニケーションです。その意味で、親睦にも
社交にも、もともと生産性はないわけです（ヒマ
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でなければできない）
。だから、無意味だ、時間
のというわけではなくて、諸刃の剣…という
の無駄だという人が出てくるし、
「面倒くさく
て、
（あるいはお高く留まりやがって）俺はああ
いう世界は嫌だ。第一金がかかってしょうがな
い」と言う人も出てくるわけです。
…が、ゲオルク・ジンメルという人は、この
社交という現象を大変重要なものと考えまし
た。社交というのは、
（本来的に）利害調整だと
か合意形成といった目的のない、人間関係の純
粋な形式（何も下心のない、まっさらな人間関
係の状態）であって、それ自体を楽しむという
場面である。人が、そういう何の生産性もない
ようなことに価値を認め、そういうことを楽し
めるというのは、人間社会を考える上で大変重
要なことではないかと。
…が、翻って、現代社会を考える時、状況は、
どんどん個人化、外部化しています。どういう
ことかと言うと、つながりとか、助け合いとか、
相互理解とか、そんなものは重要でない。なぜ
なら、生活のあらゆる場面が、自分や隣人との
助け合いなんかでやらなくても、外部から買っ
て消費することで成り立つからだ。他人も物や
金と同じだ（金さえ出せば。誰でもいい誰かが
やってくれるはずだ）
。だから大事なのは自分と
金だ…というように、あらゆる物事を（買って
消費するという行為に代表されるような）自分
と外部という二分法的関係で考えるような社会
現象、あるいは傾向のことです。
それではだめだということを、私たちは東日
本大震災で思い知らされたわけであり（今日も
北海道で大きな地震がありました。南海トラフ
地震は、今後 30 年以内の発生確率が 70～80%
だそうです）
、当クラブがホストクラブを務めた
ＩＭのテーマは「ツナガリが地域を救う」でし
たね。しかし、事態は、それほど変わっていな
い…。
それどころか、これはテレビで見た話なので
すが、ある番組で通販のアマゾンの人が「アマ
ゾン化を受け容れなさい。そうすれば楽になり
ます。」ということを言っているのを聞きまし
た。アマゾン化とは、アレクサに頼めば、品物
がドローンで配達されてくる。誰とも話をせず
に、誰とも会わずに、あらゆる商品が手に入る。
あらゆる情報が手に入る。どこにいても手に入
る。他に何が必要？ということです。スマホ 1
台あれば、一日中誰とも話さずに用が足りる。
それで十分でしょう？ということです。文房具
を買いたいとき、ミリオンさんへ行けば買える
のに、誰かさんが出てきて面倒だからアスクル
で買う…ということです。
つながりだ、相互理解だ、地域社会の崩壊だ
なんてことを気にするから難しくなる。だから、

そんなことは放っておいて、アマゾン化を受け容
れなさい。そうすれば何も面倒なことはなくな
る。自分とお金のことだけ考えていればよいのだ
から、楽になるでしょ？ テクノロジー的に、も
うそれが可能なのだから…というわけです。個人
化、外部化が徹底した社会です。（その陰で、ど
れほどの資源、環境、人の労力が費やされ、買い
叩かれていることか。
）
そういう社会では、親睦も社交もヘチマもない
でしょうね。さて、どうしましょう。
おそらく、ロータリアンはアマゾン化を受け容
れない…というか、アマゾン化した社会には、ロ
ータリークラブは存在できないような気がしま
す。もっとも、そういう社会であってこそロータ
リーの存在価値が上がるという逆説は成立する
かもしれませんが。但し、隅々までアマゾン化さ
れた社会では、私のような零細業者は簡単に淘汰
されてしまいますから、ロータリアンがいなくな
ってしまう。もしくは、本当の大金持ちと大企業
の社長ばっかりになって、そういうセレブリティ
の社交の場になるのかも知れない…。
ここでも、問題は私たちの幸福の捉え方、私た
ちが何に楽しみを求めるか、ということに帰着し
ますね。
…最後に、
結論めいたことを申し上げれば、
「親
睦とは、個人同士の（相互的な）人格的接触それ
自体を楽しむことを目的とした遊戯的コミュニ
ケーションである。勿論、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が間々ある
が、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
まうという性質を持つ。ロータリアンは、この親
睦という行為に重要な価値を認め、これを大いに
楽しもうという人々である。」
（それだけでよけれ
ば、こんな楽なことはないんですけどね…。）
以上で終わります。

幹事報告 小山里枝副幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
2019－20 年度青少年交換学生募集案内
ミャンマーの国際奉仕に関する卓話案内
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清水寿人ガバナー補佐の話
皆さん、こんにちは。相模原柴胡ロータリー
クラブの清水です。本日、貴クラブが第 5 グル
ープ 10 番目のガバナー補佐訪問になります。
今回、ガバナーがプロモーションビデオを作
成しましたので、まず見て頂いて、その後にお
話させて頂きたいと思います。
＜ガバナー・ビデオインタビューより＞
国際ロータリー第 2780 地区 2018－2019 年度
ガバナーを務めます、脇洋一郎です。所属は茅
ヶ崎湘南ロータリークラブです。第 5 グループ
の皆さん、清水寿人ガバナー補佐の下、一年間
どうぞよろしくお願い致します。

・茅ヶ崎湘南 RC に入会して 29 年目です。
・家族は妻と息子 3 人、孫 2 人です。
・昭和 24 年 10 月生まれで 68 才、生まれも育ちも
茅ヶ崎です。
・小さい頃は真面目でおとなしく、小中学校時代
夏休みは毎日海で遊んでいました。
・高校は横浜翠嵐高校、大学は明治大学法学部で
す。大学 2 年の時に学生運動でキャンパスが封
鎖され、この年は大学に行けず家業（材木業）
の手伝いをしていました。
・仕事は大学卒業後、祖父の代からの材木業を手
伝い、30 才の時に父が倒れて私が会社の代表に
なりました。その後宅建業、建設業を始め、現
在は不動産管理です。
・中学・高校は美術部で、スポーツはほとんどし
なかったが、25 年間ジムでスイミングを続けて
います。
・趣味は 3 年前からフルートの演奏です。
・バリー・ラシン RI 会長にサンディエゴの研修会
で会った感想は、体が大きくて逞しく、カリブ
海のバハマ出身ということで、オープンな明る
い方という印象です。
・地区方針については、まず奉仕の実践をしよう
ということで、クラブ独自に、また地区補助金、
グローバル補助金を活用して地域社会、国際社
会、青少年のために奉仕活動を実施しましょう。
また、クラブの活力を保つためには新しい力、
新しい人が入ることが重要ですので、会員増強
に力を入れて頂きたい。
・各クラブへのお願いとしまして、地区方針は 6
項目ありすべて重要なことですが、奉仕の実践
を第一にして頂き、会員増強、そして米山及び
財団へのご支援をよろしくお願い致します。
改めて自己紹介をさせて頂きます。ガバナーは
3 代目の材木屋ということですが、私は 2 代目の
材木屋で、私も大学卒業後すぐに家業を手伝うよ
うになりました。建設業も宅建業も併設しており
ますが、メインは材木屋です。
家族は妻、子供 3 人、両親、そしてミニチュア
ダックスフンドがいます。
ロータリー歴は 2006 年相模原柴胡 RC 創立のお
り、チャーターメンバーとしてロータリーの仲間
入りを致しまして、2009－2010 年度にクラブ会長
を務めさせて頂きました。
地区歴は 2007－2008 年度に娘が青少年交換で
オーストラリアに留学させて頂いた翌年から青少
年交換委員を 3 年、副委員長 1 年、委員長を 2 年、
その後危機管理委員長を 2 年、会員増強委員を 1
年、そして昨年は大谷パストガバナーの下、副幹
事を小山さんと一緒に務めさせて頂き現在に至り
ます。

毎年 RI 会長がテーマを決めますが、1935 年
にポール・ハリスは｢世界は常に変化している。
ロータリーは世界と共に変化して、成長しなけ
ればならない。ロータリーの物語は何度も何度
も書き変えられなければならない｣という名言
を残しています。
前年度はイアン・ライズリー氏が「ロータリ
ー：変化をもたらす」というテーマにしました。
今年度はそれを受けてバリー・ラシン氏が「イ
ンスピレーションになろう」というテーマを掲
げました。
創設以来 113 年の歴史を持つロータリーの役
割は、世界において、また会員の人生において
絶えず進化してきました。ロータリーは今も、
そしてこれからもずっとポール・ハリスが思い
描

スマイル委員会

描いた団体であり続けます。
ロータリーの奉仕は人々の人生、そして地域社
会を変えるものです。真に変化を生みだす奉仕を
もっと現実にするため、自分の役割そして世界に
おけるロータリーの役割を、これまでとは違う角
度で見据える必要があります。
それがインスピレーションに繋がると思いま
す。それぞれのクラブのインスピレーションのた
め、補佐の役割としてガバナーの考えや地区の方
針を第 5 グループの皆さんにしっかりとお伝え
し、クラブと地区を結び付ける大切な存在になる
ことが重要な使命と考えます。
皆さんと共にこの第 5 グループを盛り上げて
いき、絆をより深めたいと思いますので、今後と
もよろしくお願い致します。

田畑和久委員長
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相模原柴胡 RC
清水寿人 様

津久井中央 RC
前沢弘之会員
小山里枝会員

茂委員長

皆様こんにちは、本日は 9 月 20 日のガバナー公式訪問に先立っての補佐訪問です。
短い時間ではありますが、最後までよろしくお願いいたします。

清水ガバナー補佐、本日はありがとうございました。公式訪問が待ち遠しいですね？？
清水ガバナー補佐、ようこそ津久井中央へお越し下さいました。どんよりとしたお天気
ですが、さわやかにありがとうございます。北海道の地震、心配ですね。道内全域の停
電!?!?大変です！朝方北海道に住む友人と連絡をとりましたが、皆元気でしたが、停電で
不便との事でした。安心できる時が早く来るよう祈るだけです。
きのうは佐藤さん、お誕生日おめでとうございます。また高橋さん、お嬢様のご活躍、
おめでとうございます。すばらしいです。
杉本信一会員
清水ガバナー補佐、訪問ありがとうございます。具さん、おかえり。フルメンバーで 25
周年案も早く立案して、お祝いをしましょう。
八木 勉会員
清水ガバナー補佐、今日はご苦労様です。
先週の納涼例会、ご協力いただき無事に終えました。ありがとうございました。
小川洋一会員
清水ガバナー補佐、ようこそ津久井中央へ。今日はよろしくお願い致します。
吉野賢治会員
清水ガバナー補佐、ようこそ！ご指導よろしくお願いします。北海道の地震、朝起きて
ビックリしました。災害はいつどこで起きるかわかりませんね！
具 尚禮会員
4 ヶ月ぶりの例会、とってもうれしいです。前沢会長のお話、楽しみにしています。
池田豊文会員
長男の少年野球チームが決勝進出となりました。
高橋幸一会員
皆様には娘の件では大変お世話になりました。ご協力頂いた一般投票では全国 2 位とな
り、日本伝統文化賞というミスワールド特別賞を受賞することができました。ありがと
うございました。落ち着いたら一度連れてきます。
佐藤祐一郎会員 清水ガバナー補佐、よろしくお願い申し上げます。具さん長かったですね。肝臓の薬あ
りがとうございます。高橋さん、お嬢様おめでとうございます。
北海道は大変ですが、クラブは良い事が続いているようです。私にもよいことないかな
あ。昨日の誕生日はひとり出前でした。
水野 茂会員
清水ガバナー補佐に会えたのでスマイルします。
田畑和久会員
清水ガバナー補佐ようこそ。20 日の公式訪問もよろしくご指導ください。
台風に地震、近年ほんとうに大きな災害が続きます。日頃から災害にそなえておきまし
ょう。具さん、又、元気に RC を楽しみましょう！

