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【 本日のプログラム 】 8月2日 クラブフォーラム 「ロータリーはどこへ向かうのか」 R情報・研修委員会
【 次回予告 】 8月9日 クラブフォーラム 「姉妹クラブのあり方・方向」 姉妹クラブ友好委員会
【 第1628例会 】 平成24年7月26日（木） 【 司会SAA 】 飯田 豊太 君 【 斉唱 】 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君 【ゲスト】 薩田 衛 理事長、伊澤 健志朗 専務理事（大和JC）
【ビジター】 髙橋 晃 様（海老名RC）

先週の日曜日に知的障害者施設「松風園」の園
児、家族の皆さん、そして先生方と一緒に、総勢２０
０人で茅ケ崎サザンビーチにて地引網をはじめとす
る奉仕プロジェクトを行いました。会員並びにボラン
ティアの皆様にご協力を頂いて、素晴らしいプロジェ
クトを実行することが出来ました。
ある会員が、 障害児を持つお母さんからこんな

さて、本日大和青年会議所薩田理事長、伊澤専
務理事がお見えです。あの東日本大震災から１年５
カ月が過ぎようとしていますが、東北の復旧、復興
はまだ緒に就いたばかりです。大和青年会議所の
皆さんは震災勃発以来、その時々のニーズに応じ
たボランティア活動を継続的に行っていると聞いて
おります。若い皆さんの献身的な活動に頭の下が
る思いです。そのような中で節目のイベントとして、

話を聞いたそうです。「うちの子供が、みんなと一
緒に地引網をしている時です。こんなに嬉しそうに

石巻ＪＣと共同事業で、犠牲者の鎮魂を、そして東
北の復興を願う「キャンドルナイト石巻 大和」を同

生き生きとした顔は今まで見たことがありません。
本当に有難う。」と言われたそうです。私は、その話

時進行する事業を企画されました。先日、薩田理事
長より、大和中ＲＣ会長横澤あてに、支援のお願い

を聞いて、胸が熱くなりました。
会員の皆さんも、きっとすがすがしい気持ちで家
路に就かれたのではないでしょうか。
山崎委員長を始め奉仕プロジェクト委員会の皆

があり、理事会に諮りまして一口５万円の支援を決
定致しました。

さん、フラダンスで盛り上げてくれた辻レディーズの
皆さん、段取りから料理から、お菓子が空から降っ
てくるサプライズまで、一切のプロデュースをしてい

のようなボランティア活動をすることは、現実的で
はありません。同じ大和市で活動している青年会議

ＲＣの奉仕活動は、会員が自ら汗を流すことが理
想です。しかし私たちが被災地に行き、どぶさらい

ただきました入江幹事を始め大和自動車学校のボ

所の皆さんに託すのも一つの奉仕の形ではないで
しょうか。

ランティアの皆さん、そして全ての会員の皆さん、本
当に有難うございました。

原発の後始末もめどが立たず、被災地の復旧、
復興も長い時間がかかる中、ややもすると、あの大
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原嶋、神作、北島、梅野

震災が風化してしまいそうです。東北の同胞が、ま
だまだ大変なご苦労を強いられているという現実
を、私たちは決して忘れてはならないと思います。
（理事長に支援金をお渡しし一言頂きました。）

親睦活動委員会
梅田 秀雄 委員長
配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人
7月29日

「魅力あるクラブとは」
後藤 定毅 クラブ研修リーダー
一口に「魅力」と言いましても、ご案内のように
ロータリーという組織は「一業種一人制」が基本的
要件で、加えて「多様性」を中核の価値観において
いますので、その答えは千差万別いろいろな考え
を許し合います。そこでここは私の結論を先に言い
ますが、「大和中ロータリークラブには魅力がない」
と、一言あえて申しあげます。
その理由は、我がクラブに満ち溢れた魅力があ
れば、「週一度 みんなに会える 楽しみ」等という
会長が掲げるターゲット、あるいは掛け声などは、
極々ロータリーの当たり前のことを言われていて、
何をいまさらわざわざ会員にそんなことを訴える必
要があるのだろうかという、率直な疑問であり、だ
から今の我がクラブには魅力がないので、会長が
「みんなに会えることが楽しみなクラブ」にしようと、
言われるのだろうかと思った次第です。
ただ反面逆に一方で考えますと、現在の厳しい
経済環境の中で、ご案内のように我がクラブには
前年度、またこの年度当初にも、多くの若い将来
性ある会員が入会されました。彼らの先日の奉仕
事業での活躍は実に見事でしたし、このような事
実から考えれば、我がクラブには魅力がある、ある
いは魅力があると思わなくてもありそうだから、と
いうことで多くの方々が門を叩いてくださっている
のだろうと思います。
さて記憶に新しい年度初めの例会で、横澤会長
が就任挨拶の中で、昔クラブを静かに去って行っ
たAさんの話を引き合いに、【私が入会間もない20
年前のことでした。Ａさんはベテラン会員で、極め
て常識的な紳士で、もちろん例会には必ず出席し、
ロータリアンの責務はきちんと果たしていました。と
ころがいつも寂しそうに例会に出席し、終わるとす
ぐに帰ってしまいます。Aさんの内気な性格もあっ
たのでしょうが、ロータリーの仲間に心を開かない
のです。そうなると周りの人たちも気楽に声をかけ
ることが無くなってしまいました。そして静かに退会
されました。Aさんの退会はもちろん本人の責任で
すが、もし誰かがちょっと気にしていたら、そしてAさ
んが一人でも心を許せる仲間ができていたら、Aさ

①7/22地引網はお疲れ様でした。
②第1回理事・役員会のご報告です。会員満足度
アンケート調査の実施承認、出席免除申請6名
の承認、8/25大和青年会議所主催、東日本大
震災被災地石巻への支援事業への協賛金5万
円の承認。
③ガバナー事務所より、各種報告の提出・セミナー
への出欠はPCを利用し早期にお願いします。
④R財団奨学生4人によるピアノコンサートが10/5
MMホールにて開催されます。
⑤7/29阿波踊りにて大和中RC桟敷高級茶房梅
田店が18時より開店されます。
⑤8月のロータリーレートは1米ドル＝80円です。

R情報・研修委員会
石川 健次 委員長
本日、例会終了後に、隣の会議室をお借りして、
会員のサロンを開店します。お時間のある方は、寄っ
てみて下さい。特に新会員の方お待ちしています。
（不定期開店です）
親睦活動委員会
梅田 秀雄 委員長
第1回家族会のご案内です。今回は「大江戸文
化体験ツアー」、大相撲で力士とふれあい、向島で
は旦那の気分になって頂くという企画です。
集合は八千代銀行大和支店前、出発は13時半、
昼食をすませて集合して下さい。
会費 会員13,000円 家族 10,000円
内容は東京スカイツリー外部より見学、大相撲秋
場所観戦、例会（懇親会）向島、割烹「みずのと」
です。
お祝いの方々
出席委員会
皆出席25年

伊藤 英夫 副委員長
高橋 清 君
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んのロータリーライフは違ったものになっていたの
ではないでしょうか。ロータリーの例会は週一度、
年間では約50回の密度の濃い会合です。同じ仲
間と一緒にご飯を食べる、これほど濃密な会合は
中々他にないのではないでしょうか。ロータリーの
魅力の一つは、その濃密な会合から生まれる親睦
や友情による連帯感であると思います。濃密な会
合、つまり例会の充実を図ることがクラブの仲間
の意思疎通を図り、親睦と友情を育み、ロータリー
の価値観を共有する第一歩であると思います。現
役の職業人たる会員は、仕事の時間を必死にやり
くりしながら例会に出席しています。せっかくの例
会が、ただの昼食をとるだけの時間にならないよ
うに、何かしら心に残ることがあったり、楽しかっ た
り、刺激を受けたり、あるいは、得をした気分になる
ような、そんな例会を目指します。】と言われたので
すが、この熱心に訴えられた率直なロータリー観に、
私は大変感動しました。なぜならその言葉の端々
にこそ、私はまさに今日みなさんに「魅力あるクラ
ブとは何か」について、私たち会員が考えるヒント
があると思ったからであります。
ところでその昔我がクラブの先輩たちがしてい
た二、三のことを話させていただき、「魅力あるクラ
ブとは何か」の関連を考えてみたいと思います。
会員の不動産事業で売れ残ってしまった物件を、
仕事が終わった夜間に集まって真剣に情報を交換
して、物件の売れ先をみんなで探しあう助け合いを
していました。
亡くなった会員に誰も身寄りがないという奥様
からの相談で、会員同士で受付から出棺までロー
タリー葬のようなことまでしあっていました。
他の場面ではメンバーがお金に困っていたのを
相談され、戻って来ないことも承知で手を差し伸べ
貸してあげた人がいました。
会員が病気になって入院しました。そのことを知っ
たメンバーが兄弟親子にでもできないほどに、毎
日のように病院に見舞いに行って励まし続けまし
た。
ことほどさようにみんなが単なる知人というお
付き合いでなく、みんなが本当の友達だったので
す。みんなが我を忘れるような思いやりの心を持っ

スマイルボックス

岸 幸博

て助け合っていたのです。今の我がクラブではとて
も考えられないほど、密度が濃くお互いが篤い友
情で結ばれていたような時代でした。
まさにこれこそポール・ハリスがシカゴで親友を
求めて「本音で話し合う友達が欲しい」ということ
で始まったロータリーそのものであり、友達になると
いう原点がそこにあったように感じるのは、果たし
て私だけでありましょうか。恐らく横澤会長の考え
ている、今年度のターゲット「週一度 みんなに会え
る 楽しみ」の真実も、そこのところを目標にしたい
というところにあるのではないでしょうか。
ロータリアンは年齢、性別、職業、役職、地位、収
入、資産等々、どれをとってもそれぞれバラバラで
す。しかしロータリーでは誰もが平等です。そのバラ
バラの人たちが、週に一度顔を合わせて本音を言
い合い親睦を育み、お互いの情報を自分の職業に
生かし、ある時は励ましあい助け合い、ともに研鑽
し成長し発展しあう関係をロータリーで培うこと、
お互いに一週間が待ち遠しいというような関係を
創ること、全ての会員にとって居心地のいい「理想
のクラブ」を創りたいというふうに会長は考えてい
るのではないでしょうか。
時代は常に変化をしています。それにつれて社会
や経済、はたまた環境も、刻々と変化をします。も
ちろん人間の心も変わってまいります。当然私たち
にとって一番大切なのは家族ですが、しかし以前
に「肝胆相照らす友情こそ人生の宝だ」ということ
を先輩から聞いたことがあります。今年度ぜひ会
長ターゲット「週一度 みんなに会える 楽しみ」の
実現に精進して、このロータリーでお互いに「人生
の宝」を得ようではありませんか。
これからみなさんに「会員満足度アンケート」を
お願いします。本音をクラブで言える人、また本音
を言えない人もいるでしょう。このアンケートでどこ
まで会員みなさんのクラブや仲間に対する本音に
迫れるかどうかわかりませんが、今日の結果を出
来るだけ早く集計分析して、我がクラブをより「魅
力あるクラブ」に近づけられればと思いますので、
ぜひ本音でのご協力をお願いいたします。
【会員満足度アンケートの実施】

委員長

本日 \34,500 累計 \103,500
伊澤 健志朗 様（大和青年会議所）
いつも大変お世話になっております。本日は大和J
C8月例会ご協賛の件でお伺いしました。私がRCに相
応しい人間になりましたら、是非宜しくお願いします。

薩田 衛 様（大和青年会議所）
お世話になっております。この度は、大和JC8月例
会に対しまして、多大なご協力を頂きありがとうござ
います。今後とも是非宜しくお願い致します。
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髙橋 晃 様（海老名RC）
暑中お見舞い申し上げます。本日はメーキャップに
伺いました。宜しくお願いします。
横澤 創 会長、入江 公敏 幹事
7.22地引網には、多数の会員のご参加、ありがと
うございました。昨日、松風園より、お母さんの次の
メッセージと改めてお礼状を頂戴しました。「子供が
生まれてから、こんなに笑ったことはありませんでした。
今日からまた厳しい現実に戻りますが、こんなに楽し
いことがあると、それを励みに、また頑張れます。大和
中ロータリークラブの皆さんに、本当に本当にありがと
うとお伝えください」他にも同様のお話があったよう
です。奉仕活動は困っている人達が喜んで戴くことが
何よりです。しかし、まだまだ沢山やることはあるなと
感じました。これからも会員相互の親睦を深めると共
に積極的に奉仕活動を行いましょう。その為には、会
員増強が不可欠です。8月は「会員増強および拡大
月間」です。さあ頑張りましょう。
横澤 創 会長
大和JCの薩田理事長・伊澤専務理事、ようこそい
らっしゃいました。ゆっくりして下さい。
古郡 清 君
大和JC薩田理事長・伊澤専務理事ようこそ。
引田 俊一 君
薩田理事長・伊澤専務、ようこそいらっしゃいまし
た。素晴らしい8月例会の事業に当クラブもお手伝い
できて嬉しいです。ところでお二人ともこれを受け取っ
たら、分かってますよね。外堀が埋められてますので、
1月に伊澤君の入会待ってます。理事長は2年後ね。
橋本 吉宣 君
大和JC薩田理事長、伊澤専務、ようこそ中RCへ！！
入会お待ちしてます。
富澤 克司 君
大和青年会議所、薩田理事長、伊澤さんようこそ。
暑いけれど体に気をつけて頑張って下さい。

野口 宏 君
大和青年会議所、薩田理事長、伊澤専務、ようこそ
いらっしゃいました。これからも頑張って下さい。
後藤 定毅 君
髙橋晃元ガバナー補佐ようこそ！よりによって私
の卓話の時に我がクラブへメークアップとは、ご不幸
なことです。よろしく楽しんで下さい。
館盛 道明 君
7月、8月は多忙な日が続きます。暑さも本格的で
す。皆様、お体を大切にして下さい。
奉仕プロジェクト委員会
先日の茅ヶ崎海岸地引網に際しましては、皆様の
ご協力により盛大な内に実行することが出来ました。
特に若手の皆さんは凄い！
髙橋 政勝 君
先日の日曜日には松風園の園生を呼んで地引網
が実施されました。松風園では大変喜んでいました。
奉仕プロジェクトの委員の皆さんご苦労様でした。
伊藤 英夫 君
入江企画大成功、楽しい一日でした。がNoアルコー
ルにはまいりました。
岸 幸博 君
先日の地引網お疲れ様でした。7/28～29阿波お
どりが行われます。皆様ぜひお出かけ下さい。
高橋 清 君
皆出席のお祝いを頂き、ありがとうございます。
北砂 明彦 君
妻の誕生日ありがとうございます。地引網お疲れ
様でした。高橋さん、新会員の集いの際はありがとう
ございました。
離就任式参加者一同
東慶州RC会長離就任式の参加者とご奉仕を頂い
た皆様ありがとうございました。収支決算の結果、余
剰金が出ましたのでスマイルします。

直前石川会長・橋本幹事ご苦労さん会
（7月26日18時半より北京飯店にて）
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