
本日は菅原光志ガバナーを迎えての公式訪問
例会です。
会長エレクトになりますと、会長エレクト研修セミ
ナー（通称ＰＥＴＳ）を受講する義務があります。今年
は３月に開催されましたが、前立腺がんの手術で
出席できませんでした。４月に補講があり出席した
のですが、病み上がりで本調子ではなく講義を受
けている時に苦しくなりました。その時菅原ガバナー
が事情を察して、無理をせず中座してよいからと声
を掛けてくれました。世間ではザックバランな野帳
場ガバナーといわれていますが、人情味あふれる情
熱的で優しいガバナーです。
さて、田中作次ＲＩ会長が、ロータリーに入会して２

年目くらいの時に、つまらなくてやめようと思った
そうです。紹介者に３年は我慢しなさいと言われ、
その後素晴らしい職業奉仕の卓話を聞いて、その
考え方に感動し人生が変わったとロータリーの友１
０月号の記事に載っています。現実主義のビジネ
スマンである田中会長が、人生観が変わるほどの
職業奉仕の卓話とは一体どんな話だったのでしょ
うか。
７月のクラブフォーラムで入会年度の浅い会員

から「職業奉仕とは何ぞや」という質問がありまし
た。１週間必死に考えました。職業奉仕とは「職業を

通じて社会に奉仕する」と大上段に構えると難しく
なりますが、社会を「私のお客様」に置き換えます
と、職業奉仕とは顧客満足の追及であり実践であ
ることが分かります。顧客満足とは「私のお客様」
の信頼を得ることであります。居酒屋で一杯の焼
酎に心を動かされた話、穂高のゴルフ場で朝どり
野菜が無料で振る舞われた話を引き合いに出し、
我がクラブの会員が実際にどんな顧客満足の実
践をしているのかを３分間スピーチでお話しいただ
くことになりました。
阿萬会員は税理士という職業柄、毎年変わる
税制をいち早く理解し、顧客の要望にこたえると
いう専門性を高める事の重要性を話されました。
そして感銘を受けたことは、開業間もない顧客に銀
行融資の技術的なアドバイスをし、融資面談に慣
れていない顧客の融資が実行されやすいように、
同席してお手伝いをしていると発表がありました。
ネットワーク機器販売の橋本日吉会員は、商売

で出来たネットワークを活かし、レストランで出た食
品廃棄物をリサイクルし、収穫した野菜をそのレスト
ランで使うという循環型ビジネスモデルを構築し、
社会貢献とビジネスを両立させる仕事を始めたと
発表されました。
電気工事業の橋本吉宣会員は、ＩＳО９００１を取得

し、お客様通信簿で採点してもらうことにより、社
員の意識が変わり、建設業にありがちな職人の横
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柄な態度によるクレームや、気配り不足によるクレー
ムが激減しましたと発表されました。
このように、実践的かつ具体的な顧客満足の

実践こそがロータリーの金看板である職業奉仕の
真髄であると思います。
この３分間スピーチを皮切りに、お互いの職業を
よく知って信頼関係を築き、究極の異業種交流が
出来ればロータリアンであることの意義が見えてく
るのではないでしょうか。
ガバナーの職業奉仕観をお聞かせ願えればと

思います。
本日は菅原ガバナー宜しくお願いします。

①10/20、21鎌倉プリンスにて地区大会が開催さ
れます。
②次週18日は地区大会のため振替休会、25日例
会は18：30北京飯店で夜間例会です。

③来年2/15,16に予定しております「新会員の集い」
の開催に先立ち、新会員に意識調査のための２
つのアンケートが来ております。

10/4第4回理事・役員会（審議事項報告）

①9月までの予算執行状況を承認。
②35周年記念行事は、式典等は行わず、来年5/9
に創立35周年記念移動家族例会とし、会員及
びご家族とお祝いをする方針について、承認。
③ボーイスカウト日本連盟からの世界大会支援要
請については、見送りとする。
（協議事項報告）

①ガバナー公式訪問プログラム及び、ガバナーへ
の質問事項について、了承。

②会計予決算の問題点について、次回以降協議。
③指名委員会開催、11/1（木）18時30分より。

岩松 薫 会員

転勤のご挨拶と後任の紹介

をさせて頂きます。

11月1日付けで当行の提携

先であります、三井トラストファ

イナンスに出向という形で転勤

になります。私は今年で59才に

なり、他行さんと比較すると、この歳までよく支店

長ができたなと思っております。これもお取引先の

皆様のご支援があってのことで、この場を借りて

御礼申し上げます。

私は大和支店で2年半在任しておりましたが、大

和中RCに在籍させて頂き、何もできませんでした

が、大変お世話になりまして、ありがとうございまし

た。

最初の頃、ロータリーの活動というのは、なかな

か理解出来ませんでしたが、参加しているうちに、

「松風園」の奉仕活動をとおして、お子さんや親御

さんのあの喜びに共感を持ちました。また、留学生

の支援等もされており、表に出ない活動をですが、

これが「奉仕を通じて平和を」という形になってい

るのだと感じております。

八千代銀行の宣伝をさせて頂きます。地元金融

機関として、金融を通じて皆様の繁栄のお手伝い

をし、地元密着で皆様に幸せになって頂くという活

動をするのが、金融機関の理念とされております。

ロータリーの活動と一緒になるところかと思います。

これからも八千代銀行と後任の竹内をご支援い

ただく様、お願い申し上げます。

最後になりますが、横澤会長をはじめ大和中RC

の益々のご発展と、会員皆様のご健康を祈願致

しまして、挨拶とさせて頂きます。お世話になりまし

た。ありがとうございました。

竹内 彰 様

八千代銀行新支店長の竹内

彰と申します。宜しくお願い申し

上げます。日頃から、社会奉仕

活動に貢献されていらっしゃい

ます、ロータリーの皆様方の前

で、私の様な若輩者がご挨拶

させて頂きますのは甚だ恐縮ではございますが、

一言御挨拶させて頂きます。

今岩松の方からお話をさせて頂いたとおり、皆

様方の貢献活動というのは地域にとって欠かせぬ

ものだと思っております。その仲間に私も入れて頂

けるのであれば、微力ではありますがお力になれ

ればと思います。また皆様方からご指導を頂き、在

任期間中はしっかり務めていきたいたと思います

ので、宜しくお願い申し上げます。

お祝いの方々

親睦活動委員会 石川 達男 委員

会員誕生日 北砂 明彦 君 10月18日
配偶者誕生日 梅田 安代 夫人 10月24日
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結婚記念日 入江 公敏 君 10月18日

郡司 守 君 10月20日

北島 照介 君 10月22日

梅田 秀雄 君 10月24日

創業記念日 石川 健次 君 10月18日

入会記念日 入江 公敏 君 10月13日

藤塚 勝明 君 10月16日

古木 勝治 君 10月18日

ガバナー公式訪問

「菅原光志ガバナーを迎えて」

第3回クラブ協議会

本日の内容は下記よりダウンロー

ド下さい。

http://sdrv.ms/S1heLQ
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菅原 光志 様（鎌倉RC）

楽しい公式訪問にして行きましょう。本日は、宜しく

お願いします。

壽永 純昭 様（厚木RC）

先日は、大変お世話になりました。本日は、菅原ガ

バナーのイリュージョンをたっぷりお楽しみください。

中村 守 様（大和RC）

ガバナー公式訪問の日に、大勢でお邪魔して、申し

訳ありません。本日は宜しくお願いします。

本田 誠一 様（大和RC）

初の大和中RCへのメークに、ﾊﾗﾊﾗ、ﾜｸﾜｸ、ﾄﾞｷﾄﾞｷ。

今後とも宜しくお願い致します。

吉岡 善一 様（大和RC）

今年3月に入会し、初めてのメークです。諸先輩方

様、ご指導宜しくお願い致します。

松川 健治（大和RC）

初めてのメークです。宜しくお願い致します。本日

はありがとうございます。

伊藤 彰 様（大和RC）

本日は、大和中RCさんにメーク致します。温かく、

迎えて頂き、ありがとうございます。和やかな雰囲気

の会合でとても素晴らしいと思います。

石高 誠一 様（大和RC）

いつもお世話になります。宜しくお願い致します。

横澤 創 会長、入江 公敏 幹事

菅原光志ガバナー、ようこそいらしゃいました。ここ

数日は大変過ごしやすくなりました。毎日快眠で会

員の皆様も、すっきりしています。さて、本日は、ガバナー

をお迎えしてのクラブ協議会です。すっきりした皆様、

最後まで、どうぞ宜しくお願い致します。

岩松 薫 君、竹内 彰 様

大変お世話になりました。これからも宜しくお願い

致します。

SAA一同

菅原ガバナー、本日は宜しくお願い致します。大和

RC会員の皆様、ようこそいらっしゃいました。

親睦活動委員会一同

菅原ガバナー、ようこそお出で下さいました。本日

の、ご指導宜しくお願い致します。

後藤 定毅 君

菅原ガバナー、壽永ガバナー補佐、ようこそお出で

下さいました。本日は、元気なクラブづくりのご指導

を宜しくお願い致します。

上田利久君、青柳文四郎君、舘盛道明君、伊藤英夫君

菅原ガバナーご苦労様です。大和中クラブメンバー

有志より。

古郡 清 君

菅原ガバナー、ようこそ当クラブにいらっしゃいまし

た。本日は宜しくお願い致します。

岸 幸博 君、髙橋 政勝 君

菅原ガバナー、ようこそお出で下さいました。今日

は、宜しくお願い致します。

藤塚 勝明 君

菅原ガバナー、秋晴れの中、ようこそ大和中RCへ

お越し下さいました。変わり行くロータリー、宜しくご

指導お願い致します。

スマイルボックス 番 桂柳 副委員長 本日 \44,000 累計 \328,670
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Ｎｏ．４ クラブ研修リーダー 後藤 定毅

寄付金について

ロータリアンは、入会金を払い、年会費さえ負担すれば、他に一円たりとも支出する義務は規則上あ

りません。ところが実際は何やかにやとお金がかかります。ロータリー財団、米山奨学会、スマイルボッ

クス等々、はては最近の地震津波義援金や、いろんな委員会の臨時拠出金と、さまざまです。これら

はいずれも「寄付金」という名前で一括できるものです。

ところで寄付金には二つの原則があるように思います。自主的というのが第一点、そして金額の多

少をもって貴賎軽重を計らずというのが第二点です。すなわち自分が出したいことに、出したい額を、

出したい時に寄付する。寄付をしないという選択もありますし、多いもの必ずしも尊からず、少ないもの

必ずしも卑しからずということです。

真相はよくわかりませんが、みんなで金を集めてドカッと寄付するのがライオンズ、ライオンズは団体

的金銭的奉仕をすると言われています。それに比べますと、ロータリーは個人個人のポケットマネーに期

待していると言われます。それは、一人ひとりがその資質の向上を心がけるのが目的のロータリーだか

ら、物質面金銭面よりも、精神面を重視するということでありましょう。

だからこう言いますとスマイルも財団も米山も程々にしてと考える方がいるかもしれませんが、そう

ではないのではないでしょうか。寄付は大いにしなければならないように思います。

何故ならロータリーは、利他と利己との調和を修練する哲学だと言われていますし、自分の資質の

向上に努力すればするほど、ごく自然に他人への思いやりや、世の中のニーズに応えようという衝動

に駆られるのではないでしょうか。寄付はそういう気持ちをきわめて自然に形に表したものと言えない

でしょうか。すこし厳しい言い方をすれば、自主的な寄付は、自分の人格向上の程度を計る物差しで

あるとも言えないでしょうか。

ロータリーの本質は精神的な自己研鑚だといっても、その成果を形に表し実践しなければ、絵に描い

た餅になるのは明白です。世の中何処も不況で大変ですが、生活に少しだけ不自由のないロータリア

ンであったら、ここは男気を出して、財団にも米山にも、そしてスマイルにも積極的に寄付して、そして反

対給付を求めないくらいの心意気は、せめて持ちたいものだと思います。

ただ注意したいことは、割り当てで一律いくらとか、地区が言ってきたからとか、というのは避けたい

ものだと思います。何故なら筋の通らぬことには、一円たりとも出さないという勇気があってしかるべ

きですし、一人一人が自主的に判断してこそロータリーだからです。

原嶋 賢一郎 君

菅原ガバナー、本日は、ようこそいらっしゃいました。

中島 康次郎 君

菅原ガバナー、壽永ガバナー補佐、本日はご指導宜

しくお願い致します。

辻 彰彦 君

菅原ガバナー、ようこそお越し下さいました。毎日、

激務でご苦労様です。くれぐれもお身体を大切に！！

石川 健次 君

①菅原ガバナー、壽永ガバナー補佐、ようこそお出で

下さいました。楽しい公式訪問の噂を聞いておりま

す。

②創業記念のお祝いありがとうございます。

入江 公敏 君

入会記念、結婚記念、お祝いありがとうございます。

梅田 秀雄 君

妻の誕生日と結婚記念を祝って頂きありがとうご

ざいます。

小栁 智裕 君

誕生日のお祝いありがとうございます。

北砂 明彦 君

本日は、誕生日のお祝いありがとうございます。50

才となります。あと20年、30年とRC末長く宜しくお

願い致します。


