
みなさん、あなたの趣

味は何ですか？と聞かれ

たときどのように答えてま

すか。

趣味は楽しくなければ

ならないと思います。また、

その楽しさを共有できる友

人や仲間も出来る事でしょ

う。

私は小さい頃から色々なことに手を出すが何にも

続かず、ものになりませんでした。中学生時代に交換

日記が流行り趣味は特に書き出すことも出来ず、映

画鑑賞、読書など当たり障りのない事を書いた記憶

があります。学生時代アルバイトに精を出し、お金が

少し自由になると趣味の範囲も広がっていきました。ド

ライブ、スキーやキャンプ、BBQや海釣、素潜り、波乗

りなども楽しんできました。そして、今年になり、ゴルフ

に時間とお金をかけ始めてます。まだまだ時間はかか

りそうですが、趣味の欄に「ゴルフ」と書きたいと思っ

ております。

さて、今月は親睦活動月間です。同じ関心や趣味、

職業を持つ世界中の仲間と楽しく交流できる方法、

それが「ロータリー親睦活動グループ」だそうです。ど

のようなグループがあるか少し紹介いたします。・4W

D車・アマチュア無線・顎ひげと口ひげ・ミツバチ・サイ

クリング・弁護士・医療関係者・教育者・スカウティン

グ・人形愛好家などなど。そして、LGBT（レズビアン、

ゲイ、バイセクシャル、トランスレンダー）と仲間のロー

タリアン親睦活動グループ（LGBT RAF）も結成され

ております。

多様性を重んじるロータリには、様々なグループが

あり、そこを通じて親睦活動を行うこともできるんです

ね。

大和中ロータリークラブはコミュニケーションが良く

取れた素晴らしいクラブであると思います。炉辺会合

や同好会活動はコロナ禍において実施できませんでし

たが、少数の仲間でも結構ですので是非、友情の絆

を深めていき、そして価値観のあう仲間と奉仕活動

が出来る事をこれからも希望します。
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【 本日のプログラム 】 6月10日 第7回クラブ協議会 「年度終了にあたり」 会長、幹事

【 次回予告 】 6月17日 最終例会挨拶 「一年を顧みて」 会長、幹事

【 第2015回例会】 令和3年6月3日（木） 【 司会SAA 】 小野 泰弘 君

【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 向井 嘉男 君

【 ゲスト 】 常磐 重雄 様（厚木RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

27名 20名 76.92% 77.78% 1名 原嶋、池澤、小栁、苗加、竹野、富澤

会長の時間 北砂 明彦 会長
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第6グループガバナー補佐 辻 彰彦 様

次年度第6グループガバナー補佐 常磐重雄 様

ガバナー補佐引き継ぎのご挨拶

①6月のロータリーレートは＄1=109円です。

②国際ロータリー日本事務局は非常事態宣言、なら

びに、まん延防止等重点措置区域が拡大されて

いる状況を鑑みて6月30日まで、在宅勤務が延長

されます。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

会員誕生日 中村 友彦 君 6月6日

配偶者誕生日 長野 冨美子 夫人 6月9日

創業記念日 新村 千成 君 6月7日

「次年度へ向けて」

阿萬 正巳会 長エレクト

次年度、会長ターゲッ

トは 「みんな笑顔・楽

しもう・ロータリー」とさ

せていただきました。

クラブの事業活動、

奉仕活動は、基本的に

は継続を考えておりますが、会員数の減少により予

算も減っておりますので、予算的に高くなる特殊詐欺

被害防止活動はは規模を縮小し、落語の公演は行

わず、啓蒙品の贈呈を考えております、啓蒙品につ

いては障害者施設とのマッチングが出来ればと考え

ております。

さて次年度でもコロナのロータリー活動への影響は、

ワクチン接種の進み具合やオリンピックが開催された

場合の影響など、予断は許しません。

辻年度、北砂年度ではコロナの影響により、せっか

く立てた事業計画、例会の開催もままならぬ期間が

あり、さぞ心残りがあるのではと察しております、会員

間の交流も制限がかかり、みんなで集い、胸襟を開き

ロータリーの未来を語り合う機会も少なくなってしまい

ました。

やはり例会が無ければ会員の交流は始まりません

ので、まず例会について考えてみました、数年前に私

は、例会数について柔軟性を持たせることを考えて

おりましたが、このコロナ禍の中では、どうやって開催

すれば良いのかが一番の問題であり、例会数にこだ

わっている場合ではありません。

例会を開催した場合でもコロナ禍の中で卓話者が

快く引き受けてくださるのかも疑問です。

そこでプログラム委員会からは、卓話については辻、

北砂年度でい一生懸命探していただいたのに実現し

なかった卓話予定者からもお呼びしたいとアイデアを

頂いております。

辻パスト会長、北砂会長にもお願いすることがある

かと思いますが、その時は宜しくお願い致します。

また例会の開催に工夫をすることで、私たち大和
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中ロータリークラブに新たな発見、問題提起を会員の

皆様から頂き、より良いクラブ運営と活性化に繋げて

まいりたいと思います、具体的には、何回か例会時間

を18時位に変更して開催してみたいと思います。

北京飯店などで行う食事と親睦活動を主にした夜

間異動例会ではなく、きらぼし銀行での昼の例会をそ

のまま夜に移行した例会です、会場時間の制限もあ

り食事の提供は出来ませんので例会時間も50分を

考えております。

入会希望者を例会に招待するときにも、昼の時間

が都合の良い方、夜の時間が都合の良い方にも対

応し易くなります、そして会員の皆様も色々なご都合

もあると思いますので色々な意見を聞かせて頂きた

いと思います。

昼の例会では例会が終了すれば、皆さん仕事に

戻らなければなりませんが、夜の例会では、例会終

了後でも会員同士が集まる機会が生まれます、その

日の例会の話、卓話の話で語り合う事も出来ます、

まさに親睦です、語り合う中で「心の高まり」を感じるこ

とが出来れば最高です、みんな笑顔でロータリーを楽

しめるのではないでしょうか。

今、話しました「心の高まりを感じる」は、実は後藤

パストガバナーの卓話を基に創られた冊子「理想のロー

タリークラブ」の中で『「心の高まり」を感じるような親

睦が、ロータリーの親睦であり、決して何か面白おかし

くするということが、ロータリーでいう親睦ではないよう

です。「例会で一人ひとりの心が高まるようになる」か

ら、その効果が社会を潤す。これがロータリーで考え

ている親睦であり、開かれた親睦である』と述べられ

ております。

「心の高まり」を感じることが出来る親睦活動ってい

いですよね！ 具体的にどういったものか手探りの段

階ですが、まずは、みんなで集う機会を取り戻してい

きたいと思います。

ところで皆さん、「ロータリーの目的」を確認したこと

がありますか、私は今まで気にしたことはありませんが、

会長エレクトとして気にしないわけにもできませんし、

重要なことなので調べてみました。

これをどうやって調べるかも不明ですので、まずネッ

トで探しました。すると「MY RORTARY」の中にありま

した、皆さん、「MY ROTARY」は便利です、色々な

情報が詰まっております、登録がまだの方は是非登

録して、時間があるときにでも覗いてください。登録の

仕方に自信ない方はお声がけください、うちのクラブに

はパソコン、スマホに強い会員がおりますので安心し

てお声がけください。

ロータリーの基本理念は、ロータリアン共通の目的

や指針として、長い年月をかけて形づくられたもので

す、「ロータリーの目的」は次のように定められていま

す。

「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、こ

れを育むことにある。」

具体的には、次の各項を奨励することにある

1、知り合いを広めることによって奉仕の機会とするこ

と

2、職業上の高い倫理活動を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会

としてロータリアン各自の職業を高潔なものにする

こと

3、ロータリアン一人ひとりが、個人としてまた事業およ

び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

すること

4、奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー

クを通じて国際理解、親善、平和を推進すること

個人事業主である私には、とても高尚な内容で、

日々の生活や、仕事に対する姿勢を考えると疑問符

が・・・とても遠いゴールに思えてしまいます、皆様は

どうお考えでしょうか？

ご存じのようにロータリークラブは1905年2月23日

にポールハリスが中心となりシカゴ・ロータリークラブ

からスタートしました、翌年にはシカゴ・ロータリークラ

ブの最初の定款が採択されました。

その時の目的は

1、本クラブ会員の事業上の利益の拡大

2、通常社交クラブに付随する親睦およびその他の

特に必要と思われる事項の推進

3、シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民として

の誇りと忠誠心を市民の間に広める

となっていたそうです。

当時の定款は1クラブの定款なので、ストレートな

表現で分かりやすく、私の頭の中が110年以上前の

生きた化石状態なのでしょうか、個人的にはこちらの

方がスッと入ってきます、

当時の目的には「親睦」の文言はありますが「奉仕」
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の文言はありません、面白いですね。

ロータリークラブの規模も世界に広がり、長い年月

の中で、やはりロータリークラブの目的は「奉仕」であり、

有益な事業の基礎として奉仕の理念を鼓舞し、これ

を育成していくものと変革してきました。

現在のロータリの目的には親睦という言葉は無くなっ

ておりますが、私たちが奉仕活動を行う上で、やはり

会員同士の繋がりが大切であり、心の高まりを感じる

親睦が血流となってロータリクラブの活動に通ってい

ればこそ、奉仕の理念に近づくことが出来るものと思っ

ております。後藤パストガバナーは「理想のロータリク

ラブ」の中でロータリの親睦は開かれた親睦であり、ロー

タリーの目的、第1の意味は「心の友を得て、奉仕の

契機となすべし」ということです。と話されています。

次年度、奉仕活動でも「みんな笑顔・楽しもう・ロー

タリー」であるためにも親睦を大切にしていきたいと思

います。

例会時間を変更することで、きらぼし銀行様には大

変無理なお願いにもかかわらず快くご承知おき頂きま

した、ありがとうございます。

そして、藤原さん、安倍さんのお二人にもご協力頂

けることになっております、よろしくお願いいたします。

会員の皆様には例会時間の変更で、何が変わる

か、何も変わらないか、判りませんが、楽しみしてくだ

さい。
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常磐 重雄 様（厚木RC）

今日は辻ガバナー補佐からの引き継ぎのご挨拶

に参りました。次年度1年間よろしくお願いいたします。

北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事

次年度ガバナー補佐の常磐様、ようこそ大和中ロー

タリークラブへ。よろしくお願いします。

辻 彰彦 君

本日は次年度ガバナー補佐の常磐さんをご紹介

させていただきます。私も残すところあと一ヵ月、一

年ありがとうございました。

阿萬 正巳 君

常磐ガバナー補佐、お忙しい中ありがとうございま

す。よろしくお願いいたします。皆様、本日の「次年

度へ向けて」よろしくお願いいたします。

橋本 日吉 君

常磐様、ようこそお出でいただきました。辻ガバナー

補佐の後任頑張ってください。

鈴木 洋子 君、中村 友彦 君、小野 泰弘 君

AGE常磐様、ようこそお出で下さいました。本日は

阿萬会長エレクトによる「次年度へ向けて」です。よ

ろしくお願いいたします。

長野 俊八 君

家内の誕生日を祝って頂きありがとうございます。

中村 友彦 君

誕生日のお祝いありがとうございます。

後藤 定毅 君

欠席ですみません。辻AG大変な一年間ありがとうご

ざいました。常磐次期AG、引き続きコロナ禍ですが、

楽しくご指導お願いいたします。

新村 千成 君

ワクチン接種が進み、少しづつ日常が取り戻せる

光が見えてきました。もう少し辛抱です。頑張りましょ

う。本日はよろしくお願いいたします。

石川 達男 君

クラブフォーラム「次年度へ向けて」阿萬会長エレ

クト、常磐AGエレクトよろしくお願いいたします。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥16,000 累計 ￥３８８，０００

次年度役員、理事の方々です。一年間よろしくお願い申し上げます。


