
時間銀行のお話【＄８６，４００ の銀行預金】

次のような銀行がある

と、考えてみましょう。そ

の銀行は、毎朝あなたの

口座へ86,400 ドルを振り

込んでくれます。同時に、

その口座の残高は毎日

ゼロになります。つまり、 8

6,400 ドルの中で、あな

たがその日に使い切らなかった金額は、すべて消さ

れてしまいます。あなただったらどうしますか。

もちろん、毎日86,400 ドル全額を引き出しますよ

ね。私たちは一人一人が同じような銀行を持ってい

ます。それは時間です （２４時間 ＝ ８６，４００秒）

毎朝、あなたに86,400 秒が与えられます。毎晩、

あなたが上手く使い切らなかった時間は消されてし

まいます。それは、翌日に繰り越されません。それ

は貸し越しできません。毎日、あなたの為に新しい口

座が開かれます。そして、毎晩、その日の残りは燃

やされてしまいます。

もし、あなたがその日の預金を全て使い切らなけ

れば、あなたはそれを失ったことになります。過去に

さかのぼることはできません。あなたは今日与えられ

た預金のなかから今を生きないといけません。

だから、与えられた時間に 大限の投資をしましょ

う。そして、そこから健康、幸せ、成功のために 大

の物を引き出しましょう。時計の針は走り続けてます。

今日という日に 大限の物を作り出しましょう。

1年の価値を理解するには、浪人した受験生に聞

いてみるといいでしょう。1ヶ月の価値を理解するに

は、未熟児を産んだ母親に聞いてみると いいでしょ

う。1週間の価値を理解するには、週刊誌の編集者

に聞いてみるといいでしょう。1 時間の価値を理解

するには、待ち合わせをしている恋人たちに聞いて

みるといいでしょう。1分の価値を理解するには、電

車をちょうど乗り過ごした人に聞いてみるといいでしょ

う。1秒の価値を理解するには、たった今、事故を避

けることができた人に聞いてみるといいでしょう。10

分の1 の価値を理解するためには、オリンピックで銀

メダルに終わってしまった人に聞いてみるといいでしょ

う。だから、あなたの持っている一瞬一瞬を大切にし

ましょう。そして、あなたはその時を誰か特別な人と

過ごしているのだから、十分に大切にしましょう。その

人は、あなたの時間を使うのに十分ふさわしい人で

しょうから。そして、時は誰も待ってくれないことを覚

えましょう。昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。明

日は、まだわからないのです。今日は与えられるも

のです。だから、英語では“ 今 〟を プレゼント (=pre

sent) と言います。PS: ある人は“努力は報われない”

といいました そうかもしれない
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【 本日のプログラム 】 6月21日 終例会挨拶 「一年を顧みて」 会長、幹事
【 次回予告 】 7月5日 就任の挨拶 「就任にあたり」 会長、幹事

【 第1904例会 】 平成30年6月14日（木） 【 司会SAA 】 阿萬 正巳 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君
【 ビジター 】 眞鍋 藤正 様（大和RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

40名 27名 79.41% 87.50% 12名 橋本（吉）、石田、板垣、新村、苗加、野口、竹野

会長の時間 小栁 智裕 会長
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全部は報われないかもしれない 運も必要かもし

れないでも、努力しなけりゃ 始まらない私にとって

“努力”は無限大の可能性だからは、健全な財務基

盤を構築し、かつ、未来に投資することができるよう

になります。

皆さまには、お金だけでなく、時間とエネルギー、

そして努力をロータリーのために提供していただいて

おります。適切なかたちでより多くの力を傾ければ、

得られるものも大きくなるでしょう。私たちが共に支え

る国際的な絆をなくして、何も達成することはできま

せん。世界に「変化をもたらす」皆さまのご支援、ご

助力に感謝いたします。心を込めて。

【R財団寄付 表彰】

マルチプルポールハリスフェロー

長野 俊八 君（PHF+7）

梅田 秀雄 君（PHF+4）

小栁 智裕 君（PHF+1）

入江 公敏 君（PHF+2）

①本日は第7回クラブ協議会です。各委員会の総

括となります。なお終了時間延長となることをご了

承ください。

②2780地区姉妹クラブ／双子クラブ・友好クラブ

提携状況一覧、財団、米山、増強の資料を回覧

します。

【お祝いの方々】

出席担当 中村 友彦 委員長

皆出席のお祝い 皆出席1年 小野 泰弘 君

「年度終了にあたり」

小栁 智裕 会長

北砂 明彦 幹事

会 計 北砂 明彦 幹事

概ね、計画通りの進捗です。理事会にて報告後、

書面にて皆様へご報告致します。

管理運営委員会 髙橋 政勝 委員長

創立40周年を期に会員一人ひとりが主役のクラ

ブ運営をしたいと計画をしました。

（イ）クラブ研修委員会 髙橋 政勝 委員長

創立40周年を期に振り返ってみて、もう一度原

点に立つ心構えで研修会を実施する。

1.炉辺会合の開催 実施の内容、計画ではテーマ

を設定しました。①出席②親睦③奉仕 しかし残

念ながら①出席のテーマだけに終わりました。18

名の参加であり、担当者による問題提起して頂き、

有意義な研修会が出来ました。後は後半に計画

しましたが、できませんでした。

2.例会時に会員による一言情報提供（3分間スピー

チ）。本日富澤会員で25名にして頂きました。あり

がとうございます。内容は様々で、自分の仕事、

趣味、 近の経済情報等でした。

「どのような奉仕活動を行おうと 一番豊かになるの

はあなた自身の人生です」この言葉を皆さんにお送

りいたします。

（ロ）クラブ会報委員会 岸 幸博 委員長

石川 達男君はじめ委員の皆様の協力により、毎

回発行することができました。ありがとうございます。

（ハ）プログラム委員会 石川 健次 委員長

今年度はクラブ創立40周年の年度ということでし

たが、周年事業の計画と準備にクラブの会員全員に

関心を持って頂くために、必然的に関連のプログラ

ムが多くなりました。10/29の第1回家族会ですが、

思いがけない天候で中止になりました。諸般の事情

で代替のプログラムを設けられず、例会自体が一回

分 取りやめになったことが印象に残っています。年

間プログラムで、先の予定はどうしても空きが出てし

まいますが、会員の皆さまに心配して頂き、何度か

埋めて頂きました。皆様ありがとうございました。

（ニ）親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

今年度、会員同士、そしてご家族が活動を通して

相互理解を深め、同時に楽しい時間が過ごせるよう

な企画・実行いたしました。具体的には、年４回の記

念日にお祝いを差し上げました。そして、家族会を３

回計画しましたが、その第１回目が中止になりました。
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幹事報告 北砂 明彦 幹事

委 員 会 報 告

卓 話



10月に紅葉とグルメの旅、山梨方面へのバス旅行

を計画しましたが、悪天候で残念ながら中止となりま

した。第２回目は、12月に恒例のクリスマス家族例

会を北京飯店にて行いました。出席者は50名で、

皆様からプレゼントを持ち寄って頂き、音楽あり、ダ

ンスあり、くじ引きあり、じゃんけんありで、大いに盛り

上がりました。第３回目は、3月に劇団四季ミュージ

カル アラジンの観劇でした。チケットの関係で４５名

とさせて頂きました。舞台の迫力と音響が素晴らしかっ

たです。観劇の後、新橋の第一ホテルにおいて例

会と食事を致しました。

（ホ）出席担当 中村 友彦 委員長

出席率の向上に重点を置き、会員の皆様への出

席を促し、クラブ活動を充実させるという活動方針

の元、実施計画の通り進めていきました。例会での

出席報告、皆出席の発表を担当しました。7月～6/

7間の平均出席率は83.40%となっております。

会員増強・会員維持委員会 北砂 明彦 幹事

会員増強に向け、年初より夜間例会への招待や、

ゴルフコンペの際、参加して頂きましたが、残念なが

ら、マイナス1となりました。会員増強に向けては、来

年に引き継ぎをして参りたいと思います。

（イ）職業分類担当 伊藤 英夫 委員長

今年度は入会者なしのため、委員会の開催はあ

りませんでした。

（ロ）会員選考担当 長野 俊八 委員長

本年度は選考する方がおりませんでしたので、一

年間仕事はありませんでした。

会場監督SAA 髙橋 政勝 委員長

会長のターゲットの方針にのっとり、例会の品位を

高めて、親睦と交流の場を深めるため、努力して参

りました。

①ゲスト、ビジターに対して、心のこもったお出迎え

をして、例会を楽しんで頂きました。

②事務局が毎例会、テーブルに草花を飾り、例会を

一段と引きだてました。

③席替えは、２か月に一度行い、会員同士の交流

を図ることができました。

奉仕プロジェクト委員会 橋本 日吉 委員長

本年度の活動方針として、会長ターゲットをモットー

に、記念すべく40周年記念事業として会員協力の

もと楽しく活動を開催する事ができました。また、公

共イメージを意識して、RCの存在を地域にPRが出

来ました。

実施計画は、11月11日(土)つきみ野イオンシネ

マに「[創立40周年記念 映画鑑賞会 しらかし会の

児童・父兄とともに」を開催し子供たちや父兄に大変

喜ばれ開催ができました。来年度も場所が変わって

も継続してほしいとの声も頂きました。12月10日(日)、

「創立40周年記念 交通事故撲滅大作戦」を大和

自動車学校にて開催をさせて頂きました。1月24日

(水)ロータリーデー、大和市シリウス小ホールにて、

「40周年記念 新春ロータリー寄席 特殊詐欺撲滅

大作戦と落語の集い」を開催し満員御礼の基、盛

会に開催が出来ました。また地域への公共イメージ

向上に繋がったと思います。会員の皆様、一年間ご

協力有難うございました。

（イ）職業奉仕委員会 神作 彰 委員長

職業奉仕の実践は、まずは例会にあり、月初の例

会より「4つのテスト」の唱和の実行を行いました。中

村友彦会員ありがとうございました。

（ロ）国際奉仕委員会 藤塚 勝明 委員長

クラブ創立40周年記念と銘打った、地引網大会

が7/9に、国際奉仕、親睦活動、公共イメージ共催

で開催しました。茅ヶ崎サザンビーチで、快晴の暑

い日でした。いちょう団地在住外国籍の方々（自治

会の役員のご協力を頂き）、大人73名、子ども27名

自治会役員9名の合計109名の参加で、バス3台に

分乗し実施しました。国別スリランカ4名、ペルー2

名、カンボジア86名、ラオス2名、ベトナム6名。皆

様大変喜んでいただき、トラブルもなく、無事に終了

しました。

姉妹クラブの交流は、40周年式典を念頭におい

た計画でした。式典の準備に追われ、残念ながらタッ

チできなかったが、友好担当の入江さんに仕切って

頂きました。感謝申し上げます。また、6/28東慶州

RC離就任式でもお世話になり、重ねて感謝です。

（ハ）ｽﾏｲﾙボックス委員会 鈴木 洋子 委員長

今年度会長ターゲットの舞台の成功のための切

符、その代金をスマイルボックスにお願い致しますと

ありますが、40周年のため、他の舞台の数が多く、

切符の売り上げが、昨年度より減ってしまい、魅力の

ない舞台になった事、演出家として努力不足を痛感

しております。次年度のプログラムに期待しています。
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ロータリー財団委員会 古郡 清 委員長

年次寄付一人200ドル以上の目標を達成するた

めに活動しました。

年初、財団寄付累計額をお渡しし、寄付のお願

いをしました。R財団の活動を理解してただくため、

地区財団委員長に例会で卓話をして頂きました。年

度途中、達成額を報告し、ご協力をお願いしました。

その結果、合計6,835ドル、達成率83.35%となりま

した。あと半月ありますので、ご協力お願いします。

（イ）米山奨学委員会 長野 俊八 委員長

ロータリー米山記念奨学会寄付金にはご理解頂

きまして、現在100％以上を達成することが出来ま

した。ありがとうございました。

公共イメージ委員会 富澤 克司 委員長

担当理に板垣さん、副委員長に鈴木さんね委員

に高橋清さん、そして委員長の4名でしたが、40周

年と言うこともあり、地域紙等取り上げて頂く機会が

多々あり、公共イメージとしてはロータリー活動を広

められたと思っております。

青少年育成基金委員会 後藤 定毅 委員長

今年度対象校に決定しました、光ケ丘中学の犬

塚校長先生から、基金について予定通り活用させ

て頂いた旨の報告を頂きました。大変感謝されてい

たことをこの場を借りて併せてご報告致します。

創立40周年記念事業委員会

神作 彰委員長、石川 健次 幹事長

年度初めから、記念式典・祝宴までの一年間の

全ての対外事業に「創立40周年記念事業」の冠を

つけて実施しましたが、すべての事業で会員の参加

率も高く、周年事業として盛り上がりました。特に、4

/28シリウスで開催された記念事業「ピーターパンと

ウェンディ」では大和市在住の小学生親子を対象に

定員ギリギリの1000人近い規模でお楽しみ頂き、そ

の後のアンケートを見ても、創立40周年記念事業に

ふさわしい大きな反響がありました。

5/19に小田急センチュリーホテルで開催された、

創立40周年記念式典・祝宴でも120余名の参加者

があり、姉妹クラブ東慶州クラブの皆さんも多数参

加され、盛大に挙行できました。これもすべて、会員

の皆さまのご協力の賜物と感謝しております。

まだ、記念誌の作成が残ってはいますが、創立4

0周年の事業が成功裏に終了できましたのも、実行

委員会の皆さま以外に、事務局さんを含めた会員

全員の参加で、年度内の全ての事業を盛りあげて

頂いたものと思います。ありがとうございました。

次週はいよいよ打上げの会が予定されています

ので、皆さんご出席お願いします。

ゴルフ同好会

年2回程度のコンペ実施計画に対して、第1回11

/24、厚木米海軍厚木航空施設内 3組、第2回2

/16相模カンツリークラブにて開催しました。

ノルディック・ウォーク歩こう会 石川 達男 会長

9月に小出川沿いの田畑がまだ残る農村地帯を1

5名の参加を得て、咲き誇る彼岸花を見ながらの散

策をしてまいりました。その後、茅ケ崎の網元料理を

堪能して参りました。

カラオケ同好会 鈴木 洋子 会長

第一回目を11月16日わび助にて7名の参加で

行いました。次回はダンス同好会とのコラボと考えて

いましたが、諸事情で１回の開催で終わりました。次

年度も多くのご参加をお待ちしております。残金はス

マイルさせて頂きます。
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眞鍋 藤正 様(大和RC)
お久しぶりに伺いました。会長さん、幹事さん、一

年間ご苦労様でした。
小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事

本日は、40周年を終えた 後のクラブ協議会と
なります。この一年間本当にありがとうございました。
小野 泰弘 君

皆出席1年のお祝い、ありがとうございます。6月

は入会記念日、誕生日と様々なかたちで祝ってい
ただき、ありがとうございました。
カラオケ同好会

2017年11月16日に、1回目のカラオケ同好会
を催しました。出席の会員の方からの会費が多少残
りました。残金をｽﾏｲﾙボックスに寄付させて頂きま
す。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \7,536 累計 \615,845


