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司会   杉本信一SAA   会長  前沢弘之副会長   斉唱  それでこそロータリー 

 

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 井上 旭   幹 事 小山里枝 

【 出席報告者 吉野賢治委員長 】    

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 13 3 81.25％ 93.75％ 100％ 

本日欠席者 高橋会員、具会員、井上会員 

 

 もう 1 つの事例ですが、C 太郎さん、青年実業家

37 歳『私は仕事は競争であると考え、売上を伸ば

すために人を出し抜く事もいとわず、ひたすら収入

を上げることに達成感を感じて、がむしゃら事業に

力を注いできました。これまで何人もの知り合いか

ら、ロータリークラブへの入会を勧められました

が、自分が懸命に稼いだお金を寄付するなんて訳が

わからず、奉仕活動などに時間や労力を割くことは

仕事を妨げるものとしか思えませんでしたので、ず

っと入会を断り続けてきました。 

しかし、最近自分の仕事のやり方や人との関わり方

を振り返り、そのままでいいのだろうかと感じる事

が多くなってきました。これまで奉仕とは全く縁の

ない生活をしてきましたが、私はロータリークラブ

に入会できますか。』 

 この間、会員資格が現在は緩やかになっていて、 

成人であることと世間の評判がいいこと、奉仕の意

欲があること、この 3 要件位しか無くなってしまっ

たので、B 子さんでも入会できるのではないかとい

う話をしました。 

 先程の A 助さんはリタイアした人ですが、旧定款

の中でも事業からリタイアした人は会員資格があ

るとなっていましたから、A 助さんは全く問題 

ないわけです。C 太郎さんは 1 つ問題があるとすれ

ば、評判がいいかどうかという事だけでしょうね。 

 さて、この A 助さんや C 太郎さんがうちのクラ

ブに入会したいという申し入れがあったら、クラブ 

 2 週連続でピンチヒッターです。先週、職業奉仕

について、事例から皆さんと一緒に考えるという

のを１つやりました。今、地区委員会の中で考え

ていることがあって、あと 2 つばかり事例を考え

てありまして、その話をさせて頂きます。 

 この前は、B 子さんという資産家で仕事も家事

もしたことがない女性がロータリーに入会できる

かという話をしました。 

 今度は、A 助さん無職 69 歳。『私は製造業を営

んでおりました。裸一貫から死に物狂いで頑張っ

た結果、従業員 85 人、年商 30 億円という規模ま

で会社を育て上げました。幸い息子が後を継いで

くれましたので、3 年前に引退し、今は悠々自適 

のんびり暮らしております。先日、地域のイベン

トでロータリークラブのポリオ撲滅活動を見まし

た。興味を持って調べてみたところ、ロータリー

クラブはポリオプラス以外にも、青少年交換事業、

米山奨学会などの大きな活動から、地域や青少年

に対する奉仕活動まで、多岐に渡って大変立派な

活動をしている団体であることを知りました。是

非、ロータリークラブに入会し、奉仕活動に参加

したいと考えていました。が、知人から「ロータ

リーは職業人じゃないと入れないのではないか」 

と聞きました。私はロータリークラブに入会でき

ますか。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 前沢弘之副会長 
 



                        

 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

                     

 

 

  

 

 

  

 

   

  

                      

   

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  

 

幹事報告 小山里枝幹事 

 

 
 

う感じになってしまいます。でも私が思うには、

ロータリーのアイデンティティー、ライオンズと

の違いとか我々自身のプライドみたいなものが

根本にあるように思うのです。 

でも一方で、その職業奉仕というものが A 助さ

んを退会させたり、B 子さんの入会を拒んだ。つ

まり、世間から敬遠されたり、門戸を狭めるとい

う意味合いを持つことも事実だと思うのです。そ

の辺のある種のジレンマというものがロータリ

ーにはあって、それを如何にうまく解決するかと

いうのが、おそらく内向きの職業奉仕と外向きの

職業奉仕みたいな考え方で、上手く分けて考えれ

ば何となく納得できるのではないかということ

だろうと思います。 

結局、議論とか一般論というよりも、自分自身

の職業、あるいはかつての職業が自分のロータリ

ー活動においてどんな意味を持つのか、どんな風

に活かせるかを個々に考えないと、この職業奉仕

という考え方は空論みたいな話になってしまう

と思います。それを意識しながら奉仕、親睦をし

なさいというのが、職業奉仕の根本であるのかな

と思う今日この頃です。 

はどうするのでしょう。この前の B 子さんも入会

OK というクラブですから、人物を見て意欲があれ

ば入れてあげるでしょう。 

 さて、めでたくロータリーに入会した A 助さん

は、皆さんとの親睦はとても楽しく、ポリオプラス

の活動なども大変大きな意義を感じます。でも、例

会でロータリーソング、特に“我等の生業”や“奉

仕の理想”、“四つのテスト”などを歌ったり、ロー

タリーの目的や行動規範などを学ぶうちに、自分は

すでに職業人でないことから、A 助さんはなんとな

く居心地の悪さを感じるようになりました。「私は

このままロータリークラブの会員でいいのだろう

か」A 助さんは悩んだ挙句ロータリークラブを退会

し、ライオンズクラブに入会することにしました。 

 さて、A 助さんの大会を防ぐにはどうすればよか

ったのでしょうか。もし、A 助さんがライオンズク

ラブで生き生きと活動しているとしたらどうでし

ょうか。リタイアした人には、やはりそういう感覚

があると思うのです。地区の職業委員会で「ロータ

リークラブなどは、リタイアして悠々自適になって

から入るものだと思っていた」という人がいまし

た。現役で一生懸命仕事を頑張っている時は、なか

なかこういう活動ができないですよね。 

 A 助さんみたいな人をいかに大事にできるかと

いうことでしょうね。かつての職業スキルを如何に

活かさせてあげるかということじゃないでしょうか。 

 また、C 太郎さんはどうしたでしょうか。ロータ

リークラブ入会に至った C 太郎さんは、自ら積極

的に活動に取り組むようになり、現在クラブの職業

奉仕委員長として中学生との職業に関する座談会

を企画するなどし、生き生きと活動しています。従

業員から「社長、何だか人が変わったみたいですね」

とよく言われるそうです。 

 さて、C 太郎さんはクラブにどんな風に迎えら

れ、どんな風に処遇されたのでしょうか。やる気に

させてあげたのでしょうね。 生意気な青年が入会

したら、先輩の指導ということですね。先輩会員達

は若い新入会員をいかに処遇するかということが、

クラブにとって非常に大事なんだと思います。 

 職業奉仕とは何かということが、しばしば委員会

でも話題になります。職業奉仕は難しい、よくわか

らないというのが大多数の意見で、それで毎年のよ

うに“わかりやすい職業奉仕”という卓話を企画 

して我々もやっているのですが、これは難しく考 

えると非常に難しいですし、人それぞれ違うとい 

週報受領 

 相模原南 RC   

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 職業奉仕月間の卓話依頼案内 

ガバナー月信 №3 

 

米山記念奨学会 

米山功労クラブ感謝状 

米山功労者感謝状（八木会員、水野会員） 

 

栗林ガバナー補佐 

9 月会長幹事会開催案内 

  

相模原南 RC  

 例会場変更通知 10 月より 小田急ホテル 

センチュリー相模大野８階 

 

その他の受領書類 

津久井観光協会 

 2019 津久井湖観光センター祭り出店申込書 

 

神奈川県共同募金会 

 赤い羽根共同募金協力依頼 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲ ス ト 紹 介  

100 人運動会について 

    池田豊文社会奉仕委員長 

藤田寛之様 

 10月 10日に地区大会の説明会をグリーンホー

ルで午前 10 時から 1 時間程度の予定で開催致し

ますので、各クラブから 1 名の方にご参加頂けま

すようお願い申し上げ、ご挨拶と代えさせて頂き

ます。 

吉田茂司 様  相模原 RC 

藤田寛之 様  相模原 RC 

 

吉田茂司様 

 本日は例会の貴重なお時間を拝借いたしまし

て、地区大会のお願いに参りました。 

 皆様ご承知の通り、当クラブの杉岡会員がガバ

ナーに就任し、ガバナーズクラブとして地区大会

を 10 月 19、20 日に開催することとなっており

ます。 

 今日この例会場に来て、多くの学びがありまし

た。JC の先輩でもあります小川副幹事には、JC

の歴史とロータリーの繋がりを勉強させて頂き

ました。また幹事の小山先輩には、ロータリーの

友に我がクラブの大先輩であります佐藤清一会

員の記事が載っていることを教えて頂きました。

また水野先輩には弊社が扱っております“とろけ

るハンバーグ”をお褒め頂き、励ましの声を掛け

て頂きました。 

 ここにいる藤田会員も私もまだ 40 代でありま

す。本来ならば経験豊富な会員に率先して地区大

会を設営してもらえればと思うのですが、相模原

ロータリークラブは入会3年未満の会員が全体の

3 分の１という状況であり、設営に戸惑う事が多

いという現状です。 

 そこで、他クラブの経験豊富な先輩方のお力を

お借りしたく、誠に勝手なお願いではありますが 

10月 20日の地区大会にぜひご協力を頂ければと

思います。貴クラブのますますのご繁栄と地区大

会全員協力をお願い致しまして、私のご挨拶とさ

せて頂きます。 

 

相模原RCより地区大会お手伝

いの依頼 

 第31回ほのぼの100人運動会の当日のスケジュ

ールを説明致します。 

 9 月 29 日(日)、10：00～14：30 の予定で市立桂

北小学校体育館にて開催されます。会員の集合時

間は午前 9 時です。職員の方は 8：30 頃から体育

館に控えています。 

 服装はクラブのポロシャツまたはジャンパーで

お願いします。体育館では体育館履等室内用の運

動靴をご準備下さい。 

 クラブ会員の担当ですが、当日の全体の写真撮

影は池田が担当します。送迎バスについては沼崎

さんの担当になります。 

 参加人数 150 名、トロフィー、参加賞、競技内

の商品はミリオンさんに配達も含めお願いしてい

ます。お弁当 150 食は山﨑さんお願い致します。 

クラブのメンバーは競技の参加がメインになりま

すので、怪我などしないようお願い致します。 

開会式が 10 時より行なわれ、この中で当クラブ

会長の来賓挨拶があります。午前中の種目はブリ

ーズハーモニーの演奏、ボール送り、借り物競走、

パン食い競争です。12 時~13 時までが昼休みで、

昼休み中にやまのべバンドの演奏があります。午

後の種目は福前健康体操、ほのぼのボーリング、

○×ゲームです。○×ゲーム上位 10 名に渡す景品

を当クラブから提供します。表彰式、閉会式を 14

時 30 分まで行ない、終了となります。 

 



 

スマイル報告 吉野賢治委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原 RC    

 吉田茂司 様  相模原 RC から地区大会へのご協力のお願いに参りました。2 名とも弱輩者ですの 

 藤田寛之 様  で本日は勉強させて頂きます。 

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  吉田様、藤田様、地区大会の PR、ありがとうございました。大変楽しく聞かせて

頂きました。おかげさまで娘は台風をすり抜けてカナダへ飛び、楽しくやっている

ようです。 

小山里枝会員  相模原ロータリークラブの吉田様、藤田様、本日は津久井までありがとうございます。 

        地区大会よろしくお願いたします。がんばりましょう！季節の変わり目ですね。“恋”

をしましょう。 

小川洋一会員  吉田さん、藤田さん、ようこそ津久井中央へ。地区大会がんばって下さい。今日は

少し秋の気配が感じられます。なんとなく物かなしいです。 

杉本信一会員  月曜の台風、お客さんの工場災害に合い停電、本日ようやく解消し連絡がきました。 

         発電機を送ろうと倉庫から出したが、エンジンがかからず今メンテナンス中。1 年

に 1 度はメンテしましょう。 

山﨑和彦会員  吉田さん、藤田さん、ようこそ。異常な暑さが続いてますね。体調がすぐれません。 

        何かいいことないかな。 

水野 茂会員  相模原ロータリークラブの方々、ご苦労さまです。 

池田豊文会員  相模原クラブの藤田さん、吉田さん、ようこそおいで下さいました。月曜日、逗子

で 21000 戸の断水になるとの事で、災害支援に行って来ました。幸い配水池の水が

空になる前に送電が再開されたため、断水となる事はありませんでした。良かった

です。スマイルします。 

森田正紀会員  10 月 1 日の消費税増税に伴う運賃値上げが急きょなくなり、増税分のみとなりまし

た。便乗値上げとも思われるのでの延期だそうです。全ての準備が整っていたのに

残念です。 

佐藤祐一郎会員 すみません。また事故渋滞でした。最近やたら多い。地区大会キャンペーン、藤田

さん、吉田さん、ようこそおいでくださいました。100 人運動会がんばりませう！ 

八木 勉会員  相模原ロータリークラブより吉田様、藤田様ようこそおこし下さいました。何か良

い事がないかなぁ～。と思いスマイルします。 

田畑和久会員  相模原 RC のお 2 人様ようこそ。当クラブにも若い方を入会させる良い方法を御指

導下さい。津久井方面のお仲間がいらしたら、ぜひ紹介して下さい。増強委員長の

田畑からのお願いです。 

吉野賢治会員  相模原 RC 吉田さん、藤田さん、ようこそ！ 

ボケてました、例会日を忘れて遅刻しました。 

 

 

 

 
 

米山奨学会寄付表彰 

 

会 水野 茂委員長 

 

第 2 回米山功労者  八木 勉会員 第 1 回米山功労者  水野 茂会員 

 
 


