
①米山奨学生の 斉 忠良君がお見えですので、

奨学金をお渡しします。

②８月は増強月間です。ロータリーの友に増強成功

の秘けつという座談会が掲載されていますが、

決定的な特効薬はありません。

そこで我がクラブは、８月３０日の夜間例会に集

中したいと思います。この例会に多くのオブザー

バーをお呼びしましょう。あなたの周りの大和中Ｒ

Ｃにふさわしい方を是非お連れください。

さて、先週のフォーラムで北砂会員から職業奉仕

の概念がよくわかりませんとの質問がありました。

北砂君は、「企業が利益を上げて税金を払い、そ

の税金が社会に還元されることが職業奉仕です

か」と聞かれました。もちろんそれも立派な職業奉

仕です。しかし、ライブドアの堀江氏のように刑務

所の塀の上を歩いてでも利益を追求することは、

ロータリーの職業奉仕ではありません。

また、９０パーセントの中小企業が赤字で法人税

を納めていませんが、彼らがロータリアンにふさわ

しくないかといえば、それも違います。

以前「トマトが切れれば、メシ屋はできる 栓が抜

ければ、飲み屋が出来る」というタイトルの本を買

いました。メシ屋や飲み屋をやろうなんて気はさら

さらないのですが、この手のタイトルに弱くて、こう

いうタイトルを思いつく著者の頭の中を覗いてみた

いと衝動買いしました。成功した居酒屋のおやじの

ハウツウ本で、タイトルほどのインパクトは無かった

のですが、その中で職業奉仕のヒントになるような

事例がありましたので、アレンジして紹介します。

その１、今日のような暑い日、幹事の入江さんと

居酒屋に飛び込み、とりあえずビールを注文。「キン

キンに冷やしときました」と言ってビールが出る。キン

キンに冷やしたという一言に「暑い中御苦労さま。

ビールを冷やしてあなた方をお待ちしていましたよ。」

というメッセージが感じられ、悪い気はしない。

その２、次回の飲み物割引券を出す店があるが、

ありがたくない。その居酒屋は、ころ合いを見て「珍

しい芋焼酎が手に入ったので一杯サービスします」

と言って、一升瓶でグラスに注いだ。思わず入江さ

んと私は「いい店だねえ」と満足。一杯の焼酎で心

をつかまれた。原価は割引券とそう変わらないと思

うが、リピーターになる確率は一杯の焼酎の方が大

きい。

1

【 本日のプログラム 】 8月23日 卓話 「プロゴルファーが語る極意」 Mark Kawashima
【 次回予告 】 8月30日 夜間移動例会 卓話 「会員増強について」

【 第1630例会 】 平成24年8月9日（木） 【 司会SAA 】 飯田 豊太 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 北砂 明彦 君 【 ゲスト 】 斉忠良様（米山奨学生）

【 ビジター 】 原田 孝一 様（厚木中RC）

修正

40名 35名 94.59% 94.59% 7名 引田、小栁

1635号



つまり、お客様の心をつかむ知恵や工夫をいか

に実践するかということが職業奉仕の一つの答え

だと思います。北砂君も知恵と工夫でお客様の心

を鷲掴みしてください。そのことが顧客満足を追求

する職業奉仕の実践です。

①大和阿波おどり振興協会より協賛金のお礼状

が届いております。

②地区大会が10月20～21日鎌倉プリンスホテル

にて行われます。

③厚木RC創立50周年記念誌が送られて参りまし

た。

お祝いの方々

親睦活動委員会 北砂 明彦 副委員長

会員誕生日 古木 勝治 君 8月12日

配偶者誕生日 山崎 桂子 夫人 8月9日

結婚記念日 石川 達男 君 8月8日

小栁 智裕 君 8月22日

入会記念日 中西 功 君 8月17日

「姉妹クラブのあり方・方向」

姉妹クラブ友好委員会

司会進行 鈴木 洋子 副委員

1.委員長挨拶 橋本 日吉 委員長

今年度は東慶州RCとの姉妹クラブ締結30周年

になります。本日は会員皆様の「姉妹クラブのあり

方、方向について」積極的な意見を発言いただき

たいと思います。

2.相互交流の歩み

締結 伊藤 英夫 会員

創立5周年記念として、1983年5月15日に東慶

州RCと姉妹血縁締結を致しました。相互交流の原

点ではないでしょうか。今後は無理のない交流を

望みます。

古郡 清 会員

太平洋戦争前、韓国がまだ北と南に分かれる前、

韓国人と結婚した日本人女性がご主人を亡くした

りして一人になり、日本に帰れなくなり住む所がな

い日本人妻がナザレ園という施設で集団で生活

をともにしていました。東慶州RCの案内で、私達メ

ンバーと上田会員の奥様が津軽三味線奏者の安

中さんと一緒にナザレ園に慰問に訪れました。

住んでいるのは、70～80歳位のお婆さんです。

死ぬまでに生まれ故郷の土は踏むことはないであ

ろうお婆さん達が望郷の念にかられながら、日本

に思いをはせ、「故郷の空」や「ふるさと」などを一

緒に唄いました。全員が涙を流しながら唄ったのを

思い出します。日本人の多くから忘れられた戦争

の犠牲者であるお婆さん達を目の前にして、いろ

いろと考えさせられました。姉妹クラブの東慶州RC

があったからこその体験でした。

長野 俊八 会員

今後、話し合いの中で訪問地を変更して、交流

が出来ないかと考えています。

番 桂柳 会員

最近は体調が必ずしも良好でないので、東慶州

RCの離就任式には失礼して不参加を続けていま

す。東慶州RCを訪問した時の印象は、我がクラブ

と比べて大変華やかなのに驚きました。聞いた所

によりますと、ロータリアンになるのはステータスで

あるとのことです。人口に比べて日本よりクラブ数

も多く又会員も多いようです。これからも良好な姉

妹クラブの関係を続けていける事を願っています。

髙橋 政勝 会員

東慶州RCの姉妹クラブとして長年結んでいる中

から青少年奉仕活動として海外に出る事が出来た

のではないでしょうか。これが国際奉仕活動では

ないかと思います。市内中、高校生を東慶州RCの

お世話によって出来ました。これからも交流を更に

進めていくことが必要であります。

館盛 道明 会員

大和中RC創立30周年記念式典、藤塚、山崎年

度で地区の来賓を含め、東慶州RCの会員が来訪

されて式典が開かれました。20周年はじめ各年に

開かれる、会長離就任式等、姉妹クラブの友好親

善を多いに実行でき、発展して欲しいです。

藤塚 勝明 会員
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本日のフォーラムでMGの事業を取り上げて頂い

たのは、この事業が姉妹クラブを結んでいる縁で

実現できたものと思います。クラブとして、又個人

的な信頼関係を構築しながら1つの事業を推進で

きたのは、素晴らしい事だと感じています。

3.クラブフォーラム（前半）

上田 利久 会員

何周年の頃の催しがセピア色になりつつありま

すが、家内郁代が、中西夫人、芦田夫人方と同行

させて頂き、ナザレ園を訪問した折がありました。年

老いた日本人のお婆さん方と一緒に日本の懐か

しい歌を涙しながら歌った事を今も懐かしく想い出

として語りつがれております。お世話様になりました。

郡司 守 会員

私は、姉妹クラブ友好締結式には幹事として出

席すべき所、諸事情により退会しておりまして、式に

は来賓として出席させて頂きました。寺田会長が旅

行中に、東慶州RCへメーキャップして当時の会長

と意気投合、姉妹クラブの話まで進展し、話を持ち

帰り、（故）北砂氏とか韓国に詳しい大和RC小武さ

んに相談し協力を得て、会員の賛成を得て進展締

結に進みました。長い事続いていると言うことは、

取り得があることと思います。

青柳 文四郎 会員

韓国にはなるべく出席する様にしていますが、話

が通じなくて交流があまり出来ません。今回パスト

会長の石川氏がうまく話をして頂きました。

松崎 正実 会員

私は韓国には3回しか行っていません。会長エレ

クトと会長の時だけです。私が会長になった時、寺

田さんから「絶対に続けろ」止めるようなことはし

ないようにと忠告をうけた事を覚えており、あまり

良い印象をもっていないのが現実でした。

中西 功 会員

まずマッチンググラウンドの給水工事の件です

が、関係者の方々が一生懸命やっていらしたのは

承知しておりますが、完成した施設があまりにも粗

末なのに愕きました。設計段階より、より深く関与

する必要があったのではないでしょうか。この程度

の工事で「ヤッタ！ヤッタ！」と言うのは、烏滸がまし

いのではないでしょうか。

東慶州RCとの姉妹クラブの件ですが、今までの

付き合いの経緯を振り返りますと、我がクラブの身

の丈に合っていないのではないかと思われる部分

が散見されます。例えば箱根での合同例会での事

ですが、後で収支報告書を見ると、支出の欄に芸

者の玉代だけで73万円とありました。これは会費

と臨時会費で賄われた訳ですが、これなどは顕著

な例です。それにしてもやり過ぎたのではないでしょ

うか。我がクラブの予算規模に見合った予算立て

が必要だったのではないでしょうか。その予算以

上の物に関しては受益者負担を原則をした方が良

いのではないでしょうか。

東慶州ＲＣとの意見交換会報告

大和中ＲＣ直前会長：石川健次

式典翌日の朝8：30～30分ほどの短い時間でし

たが次年度会長の金会長と理事役員6～7名と姉

妹クラブの件で会合を持ちました。（以下、要旨）

１）姉妹クラブ締結30周年の年度だが、東慶州ＲＣ

として何か考えていることはあるか？

⇒離就任式典が終わったばかりで特に考えていな

い。今後、理事役員会を開いて検討する。

２）今後の姉妹クラブ関係改善のため会員から意

見を聞く機会を設け、否定的な意見も含めた結果

を情報として共有したいので、クラブフォーラム等を

開催する予定は？

⇒東慶州ＲＣの会員数は117名。理事役員会で全

て決定することが通例。フォーラムで会員の意見を

聞く例は無い。横澤会長の体調回復後、慶州でこ

の件の会合を持ちたい。

３）中ＲＣの問題点として伝えたこと

● 大和中ＲＣから毎年離就任式に訪問するのは

大体同じ顔ぶれで、確実に高齢化している。

● 離就任式に参加できない会員の一部には姉妹

交流に関心が薄いこと。

● 大和中ＲＣでは毎回の離就任式のために年度

の最終例会をキャンセルして参加している。過去に

も訪日のたびに例会を取り止めにして参加してい

ること。

● 姉妹クラブは公式な関係なので接待費用の一

部をクラブ予算から支出しており、その他にも毎回
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多額の個人負担をお願いしていること。

● 参加会員数や両国の物価の違いなどから、費

用負担について疑問が出ている。

４）その他協議事項

● 今後も両クラブがより良い交流を続けるために、

この機会にあらゆる面で「負担の少ない交流方法」

を模索する。

● 公式な姉妹クラブとして、出来るだけ相互に例

会訪問なども心がけたい。

● 旅行のついでの訪問だけではなく、姉妹クラブ

の利点を生かした交流を検討したい。（過去の事

例に、スポーツ交流、ＷＣＳ事業等）

● 大和中ＲＣの国外の奉仕事業の可能性につい

て触れると、協力要請を受け検討するとのこと。

短時間でしたが、大体このようなお話をしましたの

でご報告します。

クラブフォーラム（後半の部）

中島 康次郎 会員

私は2008年から2012年そして、30周年日光、大

阪の来日を含め交流をさせて頂いております。風

土の違い、文化、言語、考えの違いを少しでも理解

しあえる必要があると思います。私事ですが、ハン

グルを勉強し始めました。少しでも役立てればと思

います。

北砂 明彦 会員

文化の違い、物価の違いを踏まえての交流が必

要であると思います。特に、公式の会議等は公費

で良いと思うが、親睦などは受益者負担を両者が

十分認識することが大切だと思います。

後藤 定毅 会員

クラブは国際ロータリーの会員です。国際ロータ

リーは職業人の世界的親交を通じて国際理解、親

善を深め世界の平和を達成することを目指してい

る団体ですので、先ほどからの話のように、その一

員として我がクラブも今まで姉妹クラブの30年の

交流を積み重ねて来たわけですから、お互いの思

いをもっと遠慮なく気楽に話し合って国際ロータリー

の目的が達成できるように、これからも発展的に

考えていくことが必要のように思います。

4.総括 横澤 創 会長
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原田 孝一 様（厚木中RC）

本日は、おじゃまします。前年度会長、幹事の石川

さん、橋本さん、お世話になりました。後藤パストガバ

ナー、先般はありがとうございました。本日は宜しくお

願いします。

横澤 創 会長、入江 公敏 幹事

厚木中RC原田孝一様、米山奨学生斉忠良君、よう

こそいらっしゃいました。次週16日の例会は、取止め

例会です。夏休みの会員も多いと思いますが、台風

の動きも気になります。お出かけには気をつけて下さ

い。熱中症や食中毒にも気をつけて23日例会には、

皆さん笑顔でお会いしましょう。さて、本日は姉妹クラ

ブ友好委員会のクラブフォーラムです。橋本委員長宜

しくお願い致します。また会員の皆様の忌憚のない

活発な討論を期待いたします。また8月は「会員増強

および拡大月間」です。30日の夜間例会オブザーバー

の紹介宜しくお願い致します。

石川 健次 君

厚木中RCの原田さん、ようこそいらっしゃいました。

前年度は私と同期の会長でしたが、幹事の時も、同

期でした。

後藤 定毅 君

厚木中の原田直前会長、ようこそ我がクラブへお

出で下さいました。前年度大変な活躍をなさったこと

お聞きしています。どうぞ楽しんで行って下さい。

橋本 日吉 君

厚木中RC原田様、ようこそお出で頂きました。昨年度

は、会長、幹事会で大変お世話様になりました。

中西 功 君

入会記念を祝って頂きありがとうございます。34年

前沢山の夢を持っていました。

山崎 賢二 君

女房の誕生日祝いをありがとうございます。本人

はすっかり白髪の婆さんになりました。最近、台所で

包丁など研いでいる姿はまさに鬼気迫るものが有り

ます。

石川 達男 君

結婚記念日をお祝頂き、ありがとうございます。

姉妹クラブ友好委員会 橋本日吉君、鈴木洋子君、

富澤克司君

本日のクラブフォーラム「姉妹クラブのあり方、方向」

についてです。クラブ友好締結30周年を機に更により

良い関係を築ける様にしたいと思います。皆様活発な

ご意見を期待しています。

スマイルボックス 岸 幸博 委員長 本日 \13,000 累計 \153,500


