
今日は、クラブ協議会です。いよいよ次年度山崎

会長のスタートに向けた一歩が始まろうとしていま

す。次年度テーマ「心からの行動を」のもと、会員皆

で協力して楽しく良いクラブにしていきましょう。

さて、地区では次年度から「2780地区高校生奨

学金制度」を3年間試験プログラムとして実施しま

す。今年度は1年生を対象に選考し、2、3年生の2

年間支給します。学校から推薦された人の中から

各クラブ1名選考し、ガバナー補佐に推薦し、その中

からガバナー補佐が1名を申請するとの事です。支

給額は2年間で24万円で、地区16万円クラブまた

はグループが8万円を拠出することになります。基

本的には各グループ1名地区全体で9名です。追加

として別枠で1名申請できますが、地区8万円、クラ

ブまたはグループ16万円の拠出になります。我がク

ラブでも今年度から始まった青少年基金も奨学金

を高校生にと、昨年度検討してきましたが、高校生

も教育費が無料ということで個人ではなく中学に

支給となりました。地区より中クラブの方が一歩先

を見ているのでしょうか。地区が事業を行うのも不

思議ですが、グループに地区の分担金を支払うこ

とになります。ガバナーはまずは行動することが大

切だと話されていましたが、地区が1回きりの事業

毎年出してきたらクラブは振り回され、ロータリーの

信頼を失うだけではないでしょうか。

①地区ガバナー事務所臨時休業のお知らせ、6月2

日(月)～6日(金)です。

②地区より2012～2013年度の地区報告書が届い

ております。ご覧になられる方は事務局までお願

いします。

③座間RCより、第1、2、3(水)の例会は12:30～13:3

0、鈴鹿明神参集殿、第4(水)の例会はふれあい

会館:D&C!、市役所内に変更になります。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方巳 委員

会員誕生日 中島 康次郎 君 5月22日

苗加 真敬 君 5月24日

配偶者誕生日 入江 普美 夫人 5月28日

結婚記念日 高橋 清 君 5月27日

創業記念日 北島 照介 君 5月22日
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【 本日のプログラム 】 5月29日 卓話 「規定審議会とは何か」 後藤 定毅 会員
【 次回予告 】 6月5日 クラブフォーラム 「規定審議会について」 Ｒ情報・クラブ研修委員会 横澤 創 委員長

【 第1716例会 】 平成26年5月22日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 池澤 利男 君
【 ビジター 】 宮東 悠 様、冨岡 弘文 様（大和RC）、河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

43名 33名 89.19% 83.33% 10名 引田、伊藤、竹内、梅野

1721号

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 中島 康次郎 幹事

委 員 会 報 告



富澤 克司 君 5月23日

「次年度へ向けて」

山崎 賢二会長エレクト

「Heartful Action 心からの行動を」

我々ロータリアンは家庭

生活においても社会生活

においても、あらゆる面で

常にポジティブでなければ

なりません。なぜならば、ネ

ガティブな思考を持った人

に奉仕のための事業がで

きる訳がありません。各委員会の委員長をはじめ

会員一人ひとりがポジティブな想像力をもってこと

に当たればこそ必ずや良い結果が着いてくるもの

と信じています。ポジティブな想像力は生産性を高

めます。生産性の高まりは可能性を広げます。よく

「思考は現実化する」と言われますが、これは「念

ずれば通ず」という意味ではありません。我々のロー

タリー活動には必ず行動が伴います。行動を起こ

す最初の一歩こそ、このポジティブな想像力が不

可欠であり、その後の事業の進展に必ずや威力を

発揮するものと考えています。

また、我々がロータリー活動、とりわけ奉仕事業

をなすにあたっては純粋な動機づけが前提条件と

なります。その中に些かでも打算や欺瞞があるとす

れば、それは同じ事業をなすにしても全く意味の違っ

たものになってしまいます。

いかがでしょう。我々が普段行っている奉仕事

業は「我々がロータリアンであるための手段のひと

つ」になってはいないでしょうか。強く自分自身に

問いかけてみなければならないような気がします。

昨今、ロータリー哲学や理念に関する議論は盛ん

になされますが、それ以前の問題として、それぞれ

が先ずこのことを確認してみることが必要なので

はないでしょうか。機会があれば広く皆様のご意

見を伺ってみたいと思います。

これら二項目に関しましては、今後一年間の私

自身に対する戒めとして強く心に刻もうと思ってい

ます。

以上を踏まえ、私は会長ターゲットを「Heartful Acti

on 心からの行動を」と致しました。皆様のご理解

ご協力を宜しくお願い致します。

【目標】 より効果的なクラブを目指します。

①会員基盤の維持・増強（純増３名以上

②地域社会または国際社会における奉仕プロジェ

クトの実施

③R財団・米山奨学会への資金面およびプログラ

ム参加を通しての支援

④クラブ指導者の育成

「次年度幹事として」

小栁 智裕 副幹事

次年度幹事を仰せつかりました。2001年3月入

会より13年になりますが、ロータリーに関して知らな

いことが多いことを痛感しているところです。

しかしながら、この2、3カ月の中で地区協議会

や先日ありました地区のクラブ幹事・事務局研修

に参加しまして、少しずつではありますが勉強させ

ていただきました。その研修の中でのポイントは、①

幹事の役割と責務、②地区への報告要件、③クラ

ブリーダーとの協力です。

私が思う「幹事の仕事」は

①会長が縦横無尽に活躍できるように支えていく

こと

②クラブ運営の礎としてクラブ運営が楽しく元気

になっていただくこと

③事務局との連携、事務局には地区からの通知、

連絡の窓口や地区への連絡、報告をして頂きま

す。また、様々な資料作成などお願い致します。

いずれにしましても、次年度は、奉仕事業・プロ

グラム・親睦委員会の皆様に楽しい計画を練って

頂いております。

皆様にご迷惑がかからないように、頑張ります

ので宜しくご協力のほどお願い致します。

2014～15年度国際ロータリー会長

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 氏

ロータリーは、誰にでも何かをもたらしてくれます。

ロータリアンは、１世紀以上にわたり、奉仕すること

を目的として、世界中の地域社会で集ってきました。

創立以来、大勢のロータリアンが、ローターアクト、

インターアクト、ロータリー地域社会共同隊、青少年
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交換や、その他多くのプログラムへの参加を通じ

て、ロータリーの奉仕の喜びを発見してきました。

私たちは皆、ロータリーファミリーの一員であり、

ロータリーの奉仕の経験から多くを得ています。ロー

タリーを通じて私たちは、友情を育み、地元に貢献

し、また、より良く、より安全で健康な世界を実現す

るために力を尽くしてきました。そして、真に国際的

なボランティアのネットワークを形づくっただけでな

く、人々が互いの違いを乗り越えて手をつなげば、

驚くべきことが達成できることを、実証してきました。

ロータリアンが大切にしてきた考え方や価値観

の多くは、ロータリーに限られたものではありません。

私自身がロータリーに深く共鳴するのも、ロータリー

の価値観に、奉仕や責任の重視、家族や他者の

尊重といった中華的価値観と重なるところがある

からだと思います。

ですからロータリーの奉仕において、私はよく孔

子の教えを指針とします。孔子は、私にとって「元

祖ロータリアン」だと言ってもいいかもしれません。

ポール・ハリスが誕生する2,000年以上前、孔子は

こう述べています

まず自分の行いを正しくし、次に家庭を整え、次

に国家を治めてこそ、天下が平和となる。

ロータリアンは、超我の奉仕の理念によって自ら

を律しますが、奉仕において高い目標を掲げるた

めには、ロータリー自体に対する手入れを怠らず、

ロータリーファミリーを拡大していくことが必要です。

2014-15年度には、ロータリーの奉仕を人びとと

分かちあい、クラブをより強力なものとし、地域社

会でロータリーの存在感を高めることで、「ロータリー

に輝きを」もたらしていただけるようお願いいたしま

す。

本ロータリー年度、新会員を引き付けるとともに、

現会員を維持し、会員数130万人という目標を達

成することによって、ロータリーを輝かせてください。

そのためには、新しいアプローチとアイデアをもっ

て会員増強に取り組まなければなりません。例えば、

地元で「ロータリーデー」を開催してロータリーを知っ

てもらいましょう。ロータリーはそれ自体がファミリー

であり、家族のためのものですから、配偶者をはじ

めご家族に入会を検討するよう勧めるとともに、

青少年交換の元参加者や財団学友にも声をかけ

ましょう。クラブの現状を直視して、新会員の入会

理由と、既存会員の退会理由を検討しましょう。そ

して、多忙な職業人やまだ幼い子供がいる人たち

にとって、ロータリーを魅力的で興味をそそるものに

するために何をできるか考えてみましょう。

さらには、ポリオを撲滅して「ロータリーに輝きを」

もたらし、歴史に１ページを刻みましょう。ロータリア

ンのこれまでの勢いをもってすれば、今後数年以

内にポリオを世界からなくすことは、明らかに可能

です。ポリオ撲滅を実現することの重要性を、今こ

そ、ご友人、同僚、地元の議員や政府関係者に伝

えてください。ポリオプラス基金に寄付し、ほかの

方々にもそれを勧めてください。ビル・アンド・メリ

ンダ・ゲイツ財団からの新しいチャレンジに応える

ことで、ロータリアンの資金を3倍生かすことができ

ます。

この史上最大の、公共・民間のパートナーシップに、

ぜひともご参加いただき、ポリオない世界が実現し

た際には、世界中の人たちと誇りと喜びを分かち

合いましょう。

2014-15年度、34,000を超える地域社会で、クラ

ブを強化し、「ロータリーに輝きを」もたらせば、ロー

タリーの奉仕で世界に輝きをもたらすことができる

でしょう。

2014～2015年度 第2780地区ガバナー

渡辺 治夫 氏

2014～2015年度 第2780地区運営方針

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンＲＩ会長エレクトは、次年度の

ＲＩテーマとして「ロータリーに輝きを」（Light Up Rot

ary）を掲げられました。

「世界には問題が山積みとなっており、大勢の

人が助けを必要としています。しかし、“自分にでき

ることはない”と言って、何もせずにただ座っている

人が大勢います。これでは、何もかも暗闇のままで

す」と述べてからホァン会長エレクトは、「その暗闇

にロウソクを灯すのがロータリーです。私が一本、

あなたが一本。こうして、120 万人の会員全員が

ロウソクを灯します。力を合わせれば、世界を光で

輝かせることができるのです」と説きました。

ホァン会長エレクトは、次の4 項目についての推

進も明言されました。

それは、１．会員増強について、２．寄付について、

３．ロータリー・デイの開催について、４．ポリオ撲滅
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についての４項目です。

第2780 地区においては、これらを基本目標とし

て、それを実現するため、次の様に地区テーマ、及

び行動方針を定め、実行してまいりたいと存じます。

【第2780地区テーマ】

Light Up Myself「自分自身に輝きを」

「五つの感動」

一、感 動 一生懸命（一所懸命）

二、歓 働 歓んで働こう

三、汗 働 汗をだして働こう

四、貫 道 道を貫こう

五、環 働 輪になって働こう

【第2780地区活動方針】

１．会員増強

①現行から10％アップ ②Ｅクラブを立ち上げ ③

新会員にカウンセラー方式取り入れ ④女性会員

の拡大 ⑤インターアクト・ローターアクト・財団奨学

生・米山記念奨学生・平和フェロー等々からより多

くのロータリアンを誕生させる

２．公共イメージと認知度の向上

①1 分間でロータリーの魅力を説明できるように

②ロータリー・デイを設ける ③地域イベントに積極

的に参加 ④色々な広告媒体を通して、ロータリー

認知度を高める

３．寄付の獲得

①財団寄付 1 人200 ドル以上 ②ポリオ寄付 1

人40 ドル以上 ③ベネファクター１クラブ１名以上 ④

米山奨学金 寄付 1 人20,000 円

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい。

http://1drv.ms/1hzOIcM
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宮東 悠 様（大和RC）

10年ぶりに貴クラブにメーキャップに参りました。

冨岡 弘文 様（大和RC）

久しぶりにおじゃまします。本日は、大和クラブが行

う無料セミナーと税理士会のPRも兼ねて参りました。

宜しくお願い致します。

河西 正彦 様（大和田園RC）

お世話になります。本日は宜しくお願い致します。

岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

大和RC、冨岡弘文様、宮東悠様、大和田園RC、河

西正彦様、ようこそお出で下さいました。山崎会長エレ

クト本日のクラブ協議会「次年度へ向けて」ご指導宜し

くお願い致します。

中島 康次郎 君

64歳になりました。定年になる前ですが、夏に退職

させていただくことになりました。

橋本 日吉 君

①宮東会頭、河西副会頭、ようこそお出で頂きました。

今後とも宜しくお願い致します。

②冨岡弘文様、ようこそお出で頂きました。宜しくお

願い致します。

高橋 清 君

結婚記念のお祝いを戴き、ありがとうございます。

さて何年でしょうか。29年です。

入江 公敏 君

妻の誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。

富澤 克司 君

創業記念日のお祝いをありがとうございます。

上田 利久 君

宮東悠さん、素晴らしい仲間に会えてうれしくて、う

れしくてニコニコします。宜しくお願い致します。

長谷川 清 君

前の日曜日（5/18）のことですが、所属しているオー

ケストラの定期公演があり、メインに「チャイコフスキー

交響曲第5番」を演奏しました。ご承知のとおり、この

曲は2楽譜の冒頭にホルンの長いソロがあるのですが、

本人の予想以上に上手に吹けたので、調子こいてスマ

イルします。蛇足ながら、そのソロはホルン吹きなら誰で

も一度はやってみたい有名なソロなのですが、不肖長

谷川生まれて初めて吹いた「最初で最後」の良い経験

をしました。良く出来ました。エライエライ、オレ。

横澤 創 君

本日は、多くのお客様のご来場を頂きありがとうご

ざいます。山崎エレクトのフォーラム、宜しくお願い致し

ます。

後藤 定毅 君

大和クラブ宮東さん、ようこそ我がクラブへお出で

下さいました。お元気なお姿何よりです。田園の河西

さん、次期会長をとのこと、大変でしょうが楽しんでく

ださい。

山崎 賢二 君

最近、スマイルが失速気味です。うっかりしていまし

たら、前年を下回ってしまいました。一層のご協力をお

願い致します。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \25,000 累計 \816,000


