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【 本日のプログラム 】 12月22日 第５回クラブ協議会 「半期を終えて・半期報告」 会長・幹事
【次 回 予 告】
1月12日 卓話 「年頭にあたり」 石川 健次会長
【 第1599例会 】 12月8日（木） 【 司会SAA 】 原嶋 賢一郎 君 【 斉唱 】 「それでこそロータリー」
【 ソングリーダー 】 北島 照介 君 【ビジター】 矢崎 昌 様（横浜瀬谷RC）

リー家族」ととらえ、ロータリーの綱領を推進する仲
間として大切にして、温かい心づかいを示そうと言
われたのは、２００３年－04年度ＲＩ会長 ジョナサン・
マジィアベ氏でした。
家族月間は、広い意味での「ロータリー家族」に
対して、暖かい心づかいを示す月間ですが、家族
はかけがえのないものであるという原点を忘れず
に、家族に感謝して過ごせる世の中になればいい
と思います。

■本日、次年度の役員・理事・会計監査・ＳＡＡの
役職担当表が配布されてお
りますが、この件につき、横
澤 創会長エ レクトよりあら
ためて発表をお願いします。
（→横澤エレクト詳細説明）
■皆 さん こん に ち は ！今月 は
「ロータリー家族月間」です。私は昨年ガバナー

次週は、クラブ会員のご家族の皆様とともに過
ごす「クリスマス例会」を、親睦活動委員会の皆様
に企画して頂きました。 ご家族とともに「ロータリー

月信の編集に携わりましたので、後藤ＰＧが会
長・幹事そしてロータリアンの皆さまに心を込め
て書かれた、当時のガバナーメッセージを思い出
しまして、この機会にもう一度読み直してみまし

家族」であることを楽しみたいと思います。

た。(内容を抜粋しますと…)
世界中には120万人以上のロータリアンがいて、
その配偶者と子どもを加えると300万人以上と仮
定されます。

①本日は、事務局の藤原さんが山口県の実家に
てご不幸の為、欠席しております。色々とご不
便をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
②本日例会終了後、第6回理事、役員会を開催い

それに加えて、ロータリーのプログラムに関係し
た人たち、例えば青少年交換／ＩＡＣ／ＲＡＣ／ライ
ラ／国際親善学生・学友／ＧＳＥ／ロータリー平和
フェロー／米山奨学生・学友などを加えれば、膨

たします。ご出席お願いします。
③次週12/15は、クリスマス例会で夜間移動例会

大な数の人になります。
これらのロータリーに関わる全ての人を、「ロータ

となります。現在会員31名、ご家族14名計45名
の参加者です。
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活動を実施しているか」を知りたいという要望に応
えようとするものです。
■職業奉仕と職業奉仕活動についてのセミナー
（目的）
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職業奉仕の実践的な活動についてその実体を
明らかにして、ロータリアンの最も重要な活動であ
る職業奉仕をロータリアンに参考にして頂こうとい
うところにあります。
2010年11月４日開催の、地区職業奉仕セミナー
では横浜コンサルティング㈱代表の西川盛朗氏を
講師に、後藤ＤＧ、藤塚地区幹事、舘盛会長、高橋
政勝クラブ奉仕委員長、そして私が出席し、地区

松崎 正実君

委員28名、クラブ会長・クラブ職業奉仕委員長な
ど96名の124名が参加しました。

『地区出向者報告』
長野

職業奉仕について…（寄稿）
第2780地区2010～11年度の職業奉仕委員の

俊八 直前地区職業奉仕

2010～11年 度 は
後藤定毅ＤＧ，笠原又
一地区職業奉仕委員
長以下委員９ 名で活
動しましたが、職業奉
仕活動実践のための
「 職業奉仕活動参考
資料」を、本日の卓話にあたり配布したかったので
すが、機会があれば会員の皆様にお届けしたいと
思います。
資料は最初に後藤ＤＧの言葉から始まりますが、
ＲＩが推奨するＣＬＰの委員会構成の枠組みを超え
て、地区職業奉仕委員会の位置づけを、従来の
地区奉仕プロジェクト委員会から独立して活動が
できるように考えて頂きました。しかし、実際には社

職業奉仕についての所感を、笠原又一委員長は
じめ各委員が寄稿しました。
職業奉仕の活動実践…（各クラブはどのような活
動を実践しているのか）
①厚木中ＲＣでは「私にとっての職業奉仕」1年間
11回の卓話を実施。15分×2＝30分を22名で実
施。
②二宮ＲＣでは職業奉仕活動について報告
③地区職業奉仕セミナーのアンケートの結果
最後になりましたが、後藤定毅ＤＧ、藤塚勝明地
区幹事には大変お世話になりありがとうございま
した。
『地区委員を経験して』
松崎正実 直前地区国際奉仕

会あるいは国際奉仕活動に重心を移動させようと
する考えがＲＩの中に存在し、これが時にＲＩ理事の
中で物議を醸し出す要因となっています。

私の地区委員経験と言いますか、委員を命じら
れたのが昨年度が２回

■ 資料の活用方法（作成目的）
職業奉仕活動は、ロータリー活動の中でロータリ
アンにとって最も重要な奉仕活動であることは、Ｒ
Ｃに入会された者は誰でも承知しています。

を 仰せ つかりました 翌

しかしクラブの委員長に就任すると、どのような
活動をすべきか迷うことが多いのが実情です。本
資料作成の目的は「職業奉仕とはどういうものか」

区の 役員や委員に 推
薦されるのが通常でしたので、私はやれと言われ
た時も素直に承諾致しました。会長年度の翌年は

ということと、多くのクラブの職業奉仕委員から
質問が多かった「他クラブでどのような職業奉仕

仕方がないかと考えておりました。ところが、翌年
度の地区役員・委員構成を発表する唯一の場で

目でした。１回目は会長
年で、 雑誌・ 広報委員
会の委員でした。会長
を終えると次年度に地
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ある地区協議会で配布された資料の中に私の名
前はありませんでした。中クラブの方々、他クラブ

国際奉仕セミナーに向かい実施されましたアン
ケートで、ＷＣＳプロジェクトを行っているクラブは６

の友人や同期の会長からも何故名前が無いのか
という疑問や心配の言葉を頂きました。

７クラブ中２６クラブでした。プロジェクトの数は４９
あり、相手国は１７カ国でした。マッチンググランとを

そこで私がとった行動は名前が無いのは委員
ではないと判断する趣旨の文章を添えて委嘱状を

受けているプロジェクトは７プロジェクトで後の４２
は受けていません。

送り返してやりました。当然、１年間一度も委員会に
出席しませんでした。というわけで、委員経験はし

プロジェクトにかかる費用は様々で、０～４００万
円まであります。その内クラブが援助する金額も０

ておらず委員を命じられただけの経験となります。
２回目は昨年度ですが、後藤ガバナーはこの前

～４００万円まであります。
４００万円は伊勢原中央ＲＣでミャンマーに小学

科者を何故か委員にしてくれました。
私は国際奉仕委員会に所属致しました。昨年度

校を建設するというプロジェクトです。
０円というのは２種類あり、一つは横須賀西ＲＣ

は地区奉仕プロジェクト委員会がガバナーの地区
運営方針により地区社会奉仕委員会と地区国際

で行っているＮＰＯ法人レインボー国際協会の活動
支援の一環として使用済み切手・テレカ収集です

奉仕委員会の二大奉仕部門を統括する委員会と
なっており、当初はセミナーも一緒にするようなこ

が、送料はかかるそうです。
もう一つは湯河原南ＲＣが１月に行ったマニラ市

とだったようですが、社会奉仕委員会と国際奉仕
委員会では内容的にも異なりますのでそれぞれに
セミナーが計画されました。
国際奉仕委員会の委員長は相模原グリーンＲＣ
の宮崎泰光氏で本当に勉強熱心なロータリアンで、
感心致しました。
地区の委員会は１５：００～１７：００というのが決ま
りのようです。私が仕事上１６：００までに家に帰りた
いのでもっと早い時間から始められないものかと
お尋ねしたところ、自クラブの例会に出席してから
地区まで来るとすると、遠いクラブでは１時間半く

在住のキリスト教会へ２３年度のカレンダーを送付
するプロジェクトです。
他にもいろいろなプロジェクトがありますので
興味のあります方は申し出て下さい。

らいかかるそうで、やはり１５：００からでないと無理
だそうです。会議も少なくても２時間くらい必要だ
そうです。

地区に出向してさまざまな委員会に所属し、献身
的に活動していることはよく承知しています。しかし、
その成果がクラブへのフィードバックがほとんどな
かったことを常々不思議に思っていました。

≪石川 健次会長≫
今年はプログラム委員会にお願いし、大和中Ｒ
Ｃを代表して地区へ出向して頂いた会員の成果を、
会員が良く知らないのでは申し訳ないと言う事で
この時間を頂きました。
地区内のほとんどのクラブから、多くの会員が

息子に仕事を任せて何とか４回は出席できまし

時々、卓話に来られる他クラブの地区委員のお
話しを聞くこと以外に、地区で何が行われている
のか、一般にはほとんど知られていません。
しかし、ＲＩの方針が“I serve ”から“We serve”

たが、とても不真面目な委員で私を推挙いただい
た後藤ガバナーには申し訳なく思っておりました。
委員会が終わると毎回懇親会がありましたが1回
だけ参加しましたが、後は早く家に帰りました。

へと確実に変わりつつある現状を踏まえると、個々
のクラブの活動を充実させるためには、これから

国際奉仕委員会の活動は各クラブに国際奉仕
の実態をアンケートとして報告して頂き、集計してそ
の中から何例かの活動報告を国際奉仕セミナー

は地区の力をもっと活用すべきと考えます。
いずれにしても、地区への出向はロータリーを他

時に発表してもらうようにしました。
国際奉仕セミナーでは事例報告の他に、講演と
して演者に３年間ミャンマーでマイクロクレジットに

の面から見ることができる貴重な体験となったと
思います。貴重な時間を割いて地区に出向して活

よる活動を自ら実行してこられたＡＭＤＡの竹下佳
恵さんにお願いして「１６００人のドリーム・プロジェク

動して頂いたお二人の、一年間の労をねぎらいた
いと思います。長野さん、松崎さん大変ご苦労様

ト」という演題でお話をして頂きました。

でした。
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スマイルボックス

横澤 創 委員長

本日\31,000

矢崎 昌 様(横浜瀬谷RC）
いつもお世話になっています。本日も、宜しくお願
い致します。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
本日は、長野さん、松崎さん「前年度地区出向者報
告」です。ご苦労話等交えて聞けたらと思います。宜し
くお願いします。
高橋 政勝 君
昨日は私の叙勲祝に大勢の方がご出席して頂き
まして、大変有難うございました。また、過分なお祝い
の品々や御挨拶を頂きまして有難うございました。後
藤さん、神作さん、藤塚さん、には発起人としてこのよ
うな席を設けて頂き心から感謝申し上げます。これか
らも宜しくお願い申し上げます。
松崎 正実 君
①皆出席を祝って頂き、ありがとうございます。辞め
るのは簡単だからと言われ入会して、もう30年にな
りました。年令のほぼ半分やっていることになりま
す。
②創業記念のお祝い、ありがとうございます。
③本日卓話をさせて頂きます。つまらない話ですので、
皆さん早退して下さい。
原嶋 賢一郎 君
創業記念の祝いありがとうございます。
郡司 守 君
昭和の最後63年の暮に再入会して早や23年がた
ちました。ロータリーに、人生に、皆様に、迷惑のかから
ないよう頑張ります。入会記念ありがとうございます。
舘盛 道明 君
入会記念日、名誉ある大和中RC入会して何年過ぎ
たのやら、宜しくお願い申し上げます。

累計\427,200

山崎 賢二 君
お誕生日のお祝い有難うございます。先日、介護
保険の被保険者証が送られて来ました。女房と二人
で大笑いしましたが、確実に近づいている様です。
岸 幸博 君
誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。
長野 俊八 君
結婚記念日のお祝い有難うございます。どうやら
結婚50年目を迎える事が出来ました。余生を大事に
していきたいと思います。感謝です。
後藤 定毅 君
昨日、高橋 政勝さんの叙勲祝いの会合には多く
の方々に参加頂きありがとうございました。参加戴い
た皆さんの「奉仕の理想」の実践に感謝いたします。
ありがとうございました。
中島 康次郎 君
高橋さん、昨日のお土産のどら焼き美味しくいただ
きました。本当におめでとうございます。
藤田 重成 君
昨夜の高橋 政勝さんの叙勲祝、感激でした。我が
クラブの誉れを感じました。
古郡 清 君
高橋 政勝様叙勲おめでとうございます。お祝い
の会出席出来なくて申し訳ありませんでした。
辻 彰彦 君
高橋 政勝会員の叙勲おめでとうございます。お
祝いの会に出席できませんでしたが、心からお喜び申
し上げます。
横澤 創 君
高橋 政勝さん、昨日はおめでとうございました。
又、お土産まで頂いて恐縮です。今朝美味しいどら焼
きを一ついただきました。

高橋政勝会員「瑞寶雙光章」受章祝賀会
12月7日（水）6：30～北京飯店において、高橋政勝会員の「瑞寶雙光章」受章のお祝いの会が開催されました。
大和中ＲＣの有志28名もの会員が集まり、後藤定毅ＰＧの発起人代表の挨拶で始まりました。
神作パスト会長の軽妙な司会と進行で、出席した会員全員が高橋政勝さんにお祝いの言葉を述べ、賑やかな宴
の会となりました。
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