
大和中ロータリークラブ青少年育成基金受給校、

上和田中学校大谷校長様と大塚教頭様が見えて

おります。この基金は、地域の青少年による文化・

教養・スポーツなどの社会教育活動を助成し、青少

年の健全育成を図ることを目的に使われます。それ

では、育成基金30万円を支給致します。

皆様、残暑お見舞い申し上げます。前回の8/6の

会員増強月間にちなんだクラブフォーラム貴重な積

極的なご意見、有難うございました。今後の活動

にしっかり活かして進めて行きたいと思います。会員

増強目標は、全会員の共通認識・同一行動として

クラブ全員の協力によって進めさせて頂きますので、

皆様のご協力で目標必達をしていきたいと思いま

す。そのためにも来週8/27夜間移動例会へゲスト

のご招待の誘導のご協力(今日現在2名)、よろしく

お願いします。

さて今月は、会員増強・拡大月間でありますので、

2012~13年度RI会長田中作治氏の商業界から出

版された中から一部抜粋してご紹介致します。

日本一の紙問屋を作り上げた田中作治のチャレ

ンジ人生~実業界から国際ロータリー会長へ~商業

界「2012~13年度国際ロータリー会長」

~会員増強・拡大月間にあたって1994年8月1日

発行ガバナー月信にて~次のように述べています。

会員増強及び拡大月間について

さて、会員増強拡大について私の考え方を列挙

します。

1, 転勤、定年、病気その他の理由により会員数が

年間6~10%の自然減がありますので、その補充

が必要です。

2, RCに入会できたのは、私たちを推薦してくれた

会員がいたからです。今度は私たちがその恩返

しをする番です。まず一人を推薦してください。

3, RCに入会して現在満足しているならば、他の人

にもロータリーの満足感を分かち合うことが奉仕
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【 本日のプログラム 】 8月27日 夜間移動例会 「納涼夜間例会」 場所 北京飯店
【 次回予告 】 9月3日 卓話 「音楽を通して青少年育成と地域支援の活動」 バリトン歌手 崔宗宝 氏

【 第1775例会 】 平成27年8月20日（木） 【 司会SAA 】 松崎 正実 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 荒井 純寿 君
【 ゲスト 】 上和田中学校 大谷校長先生、大塚教頭先生

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 10名(敬称略)

43名 30名 75.00% 73.68% 9名
古郡、原嶋、橋本（吉）、引田、池澤、板垣、北島、
小松、小栁、梅野
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の理想の推薦になります。

4, 社会の変化と共に新しいビジネスが誕生してい

ます。地域の職業を網羅した職業分類への手直

しそれに準じた会員の増強が必要になります。

5, どのような組織、団体においても常に若返りが

求められております。平均年齢の上昇やマンネリ

化はロータリーにおいても例外ではなく、新しい

血の導入と若い人の才能の活用によって活性

化します。

6, 老壮青(老年/壮年/青年)のバランスも会員増強

に重要です。

7, 新旧両会員から互いに多くを学べます。

8, 新会員として入会後、一定期間の適切なアフター

ケアがクラブ内の同化を促進させます。

9, 質の良いロータリーアンは自我心を抑え、協調性

があり奉仕活動にも積極的に参加します。

10, 奉仕の理想すなわち他人への思いやりと他人

のために役に立つことを実践しようと志す人が

ロータリーアンとして適格者です。

11, 会員の質と量の関係は、車の両輪で、両面が

必要です。

12, ロータリーについての正しい理解は、地域社会

への積極的な広報活動から生まれます。

13, 毎週の例会出席などロータリーは、他の団体と

違った厳しさがあったからこそこれだけ大きな発

展をし続けたのだと思います。

13項目列挙して述べ、そして最後に会員増強に

関して次のように締めくくっています。

選考委員会や理事会の承認を得て、入会された

会員に対しては皆で大いに歓迎し、共に奉仕活動

に取り組みたいものです。

新しい仲間を会員として入れることは、皆が切磋

琢磨して、互いに自分を磨くことに繋がると思いま

す。会員の増強拡大に対して常にプラス発想で前

向きにチャレンジして下されば、クラブの目標達成

はさらに確実のものになることを信じています。

以上、今月会員増強月間にあたり、夏休み中に

元RI会長田中作治氏のチャレンジ人生を読んで、そ

の中から抜粋してご紹介致しました。皆さん、常に

プラス発想で前向きにチャレンジし[学びと気づき

のできる]仲間を創りましょう！自分のために！クラブ

のために！宜しくお願いします。

①東慶州ＲＣ例会参加準備状況の報告。

②9月10日の例会は取りやめ例会です。

③次回の例会（8/27）は夜間例会となります。18:3

0～北京飯店にてとなります。

④委員会の開催を積極的に行って頂き、委員会の

活動計画の再確認をお願いをします。

姉妹クラブ友好委員会 中島 康次郎 委員長

①お盆休み中でしたが、9月10日の件でファックス

を送らせて頂きました。本日最終確認でボードを

回させて頂きます。

②例会終了後にご参加予定の方はお残り頂けま

すようお願い致します。

祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

会員誕生日 舘盛 道明 君 8月30日

配偶者誕生日 池澤 香織 夫人 8月20日

藤塚 昭子 夫人 9月2日

結婚記念日 小栁 智裕 君 8月22日

北砂 明彦 君 8月27日

創業記念日 後藤 定毅 君 9月1日

引田 俊一 君 9月1日

小松 利雄 君 9月1日

「土を触る喜び」

富澤 克司 会員

皆様こんにちは。

本日の卓話をさ

せていただきます

富澤です。土に触

れる喜びとお題を

いただきました。と

にかく私の場合は
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農業を勉強したわけでもなく、土地管理ということ

から農業をしていることになります。

街中の住宅地に農地がぽつんと、空き地のよう

にあるのを見たことがありますか。不思議に思う光

景だと思うかもしれません。どうしてこんな場所に

農地なのか、貸して家賃をもらって楽をしたほうが

いいのではないかと誰もが思うことだと思います。

どうしてなのか、それはあまり大きな声で教えた

くないのですが、最良の土地を残すことのできる方

法なのです。

農地には、市街化区域の農地と調整区域の農

地の二種類に区分けされます。前者が先ほど説明

した農地、後者が規制が多く農業が主で利用され

るものです。

市街化区域の農地は生産緑地という制度があ

り、指定を受けると所有者が亡くなるまで本人が耕

作しなくてはなりません。基本的に他人に転貸する

ことはできません。

また、相続税の猶予を受けると２０年間耕作しな

くては相続税の免除はなされません。ですから多く

の制約がある代わりに、税制上受ける恩恵もあると

いうことです。

このような制度を利用して、都市部での農業は

成り立っているところがあります。野菜の効能です

が。

みなさんは、野菜を食べていますか。どうしても、

肉や魚などに偏ってしまわないでしょうか。夏野菜

には脂肪肝を防ぐ栄養素が多く含まれているそう

です。沖縄野菜のオクラ、そしてゴーヤ、モロヘイヤ

を豆類と一緒に食べることにより、肝機能を高めら

れるのだそうです。

豆野菜の枝豆、さやいんげんには、脂肪肝を予

防してくれるペーターカロチン、ビタミンb群、ビタミ

ンc、食物繊維が含まれています。

ナス科の野菜、なす、ピーマン、トマトに含まれるカ

ロチノイドは、肝臓に蓄えられ細胞の機能を正常に

動くのを助けてくれているのだそうです。

暑い夏、野菜を多く食べるようにして健康維持に

努めてみてはどうでしょうか。

ということで、野菜には私たちにとって良い部分

がたくさんあります。

本題の土に触れる喜びですが、最近テレビなど

で農業女子など、若者が田舎で農業をして生活し

ているのを取り上げていますが、農業は本当に好き

でないとできません。とにかくよいこともありますが

大変です。

私の場合、農業について勉強したこともなかった

ので、近所のおじさんから教えてもらった本から知

識を得て育てています。

最初は、種をまいても発芽しなかったり、カラスや

小動物に食べられてしまったり、そして、台風など直

撃されてしまったら全滅してしまいます。
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会長講評

富澤克司会員[土を触る悦び]卓話いつもの楽し

い饒舌なスピーチ有難うございました。様々な野菜

を作り、あまり収益を気になさらず農業を営まれるこ

とは羨ましいかぎりです。

私の知り合いに山北町で、某大手IT会社勤務ビ

ジネス歴30年定年を前に、希望退職して、今までの

自分の経験を活かして、農業をやりながら[半農半

塾]の[正志塾]と言う百姓塾経営している山下さん

という方がいるのですが競争社会やビジネスに疲

れてしまった方、今までの自分でいいのか、もう一

度やり直したい方等農業いわゆる土と向き合いな

がら自分というものを今一度見つめ直して、これか

らの残りの人生にどのように自分を活かして生きて

行くかを、自分自身の内なる動機に真剣に向き合

い隠れた潜在能力を開眼させ社会復帰させている

方がおります。

又逗子で、農業法人元気もりもり山森農園とい

うところでは、精神障害者の社会 復帰のため就

業させて土と向き合う事で、元気になり、その人の

本来持っている能力発掘を支援している農事法人

もあります。

本来人間は、自然と向き合って行きていたはずが、

いつの間にか自然界と対峙して、人間の生き方とし

て不自然になってしまったような気が致します。富

澤さんのお話を聞きましたが素晴らしく贅沢な人

間的な暮らしをしているなぁ~と羨ましくも思います。

正に原点回帰ですね。富澤さん有難うございまし

た。
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橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事

皆様、楽しい夏休みをお過ごししたでしょうか。
本日は、富澤会員の卓話です。ワクワク楽しみで
す。宜しくお願い致します。
富澤 克司 君

本日の○○ではたいした話も出来ませんが、宜
しくお願いします。
中島 康次郎 君

お盆のお休み中、FAXでお知らせさせて頂きま
した。
梅田 秀雄 君、北砂 明彦 君

富澤克司君、本日の卓話楽しみにしていました。
いつものキャラでお願いします。
横澤 創 君

富澤克司さん、満を持しての卓話ですね。楽し
みです。タイトルですが「土」を「○○」に変えると、
とってもヤラシーですネ。

北砂 明彦 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。
何回目の記念日なのかなぁ～。二人でラーメン
でも食べに行きますか。やはり出会いの焼き鳥屋
に行きます。
藤田 方巳 君

富澤様、本日の卓話楽しみにしております。宜
しくお願い致します。
藤塚 勝明 君

エー、女房の誕生日を祝って頂き感謝です。
岸 幸博 君

上和田中学校校長大谷様、ようこそ。今日は
宜しくお願いします。
後藤 定毅 君

災害は忘れた頃にやって来るという9月1日の
創業記念です。自分の大事な創業を忘れる始末
では永いことない感じです。ありがとうございまし
た。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \12,000 累計 \124，０００


