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【 本日のプログラム 】 4月11日 移動例会 「ブリヂストン小平工場見学」 職業奉仕委員会
【 次回予告 】 4月18日 移動例会 「東慶州RC合同移動例会」 姉妹クラブ委員会
【 第1662例会 】 平成25年4月4日（木） 【 司会SAA 】 高橋 清 君 【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君
【 ゲスト 】 地区広報委員長 長谷川 洋平 氏

本日は、リノベーション３５で協議しております「会
員の高齢化への対応（正会員の会費一部免除に
ついて）」お話致します。数年前から一部の会員で
議論されているのですが、３５周年を機に明文化しよ
うとの気運が高まりました。ロータリアンの中には、
生涯、会員であり続けたいとお考えの方もいます。
しかし、高齢化に伴い長期療養等により、物理的に
例会に出席できない方、あるいは、高度障害や認
知度の低下により出席が不可能な会員も出てまい
ります。現行の規則では、会員であり続けるために
は、会費を納入する義務があります。しかし、食事代
が相当部分を占めている現行の会費制度の中で、
しかるべき理由で例会に出席できない会員に対して、
会費の一部免除を選択できるようにするのが適切
ではないかとの議論です。私たち現役世代では、中々
想像できない状況ですが、ロータリアンとして最後ま
で全うしたいと希望する会員に対して、「会費一部
免除の制度」を選択する道があってもよろしいので
はないでしょうか。入江幹事が、数名の会員に本制
度に対して御意見を伺いましたので発表して頂きま
す。
（入江）
まず出席免除の対象の会員14名にお聞きしまし
た。
今の高齢化の状況と認知症が増加している環
境の中で対策として、必要だと考えている会員が全
員でした。まだ皆さんお元気なせいか自分には関係
ないという会員が多かったですが数名の会員はこ
こまで来たら生涯会員でいたいと話されていました。

会費については、自分がしっかりしていれば例会に
出席出来なくても支払いますが、認知症になったり、
その時の家族の意見もあるので会費一部免除の
制度は大変ありがたい。ただし、出席機会を奪わな
いで欲しい。若い人の意見も聞いて欲しい。と言う
意見があり2年以内に入会した会員数名に聞きまし
たところ、出席できないのに会費を全て払うことは
おかしい。高齢化対策としても必要な制度とのこと
でした。
有難うございました。 会員の御意見では、本制
度について概ね肯定的であると思いました。４月２５
日のクラブフォーラムにおいて、この件も会員の皆
様のご意見を伺ってまいります。
去年の８月、元会員の寺田五六さんが御逝去さ
れました。当クラブの５代会長を務められ、姉妹クラ
ブ締結に功績のあった方でしたので、ロータリーク
ラブで生花をお供え致しました。通夜の前日でした
か、寺田土木の津崎社長からロータリークラブ会長
として弔辞をお願されましたが、元会員の場合、そ
のような前例がないのでお断りしました。私は、業
界の関係もありましたので、私的立場で通夜に参
列しましたが、とても寂しい通夜であったと記憶して
おります。葬儀は、木曜日の例会と重なり出席でき
ませんでしたが、やはり寂しい葬儀であったとお聞
きしました。
長くロータリーに在籍して御活躍された会員が、
人生の最終章でロータリーと無関係になってしまう
のは、残念なことです。
先週の会長の時間で、故 長谷川清一さんのお
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阿萬、引田、北島、舘盛、辻、梅野

話がありました。御遺族のコメントに「家では厳格
で、孤高の父でしたが、ロータリークラブでは、こん
なに皆様と親しく楽しく御交誼を頂いたことに、家
族の知らない父を驚きをもって知りました」とありま
した。ロータリークラブとして丁重な見送りが出来た
事は、生涯ロータリアンであった長谷川さんへの最
高の敬意であり、御遺族の方も会員から尊敬され
愛された長谷川さんを誇りに思ったことでしょう。
私の父も最後の数カ月は出席もままならぬまま
逝きましたが、大和ＲＣの皆さんの話を聞くにつけ、
長谷川さんの御遺族が感じたように、普段とは違
う父の側面を発見でき、改めて生涯ロータリアンで
あることの素晴らしさを感じたものでした。
会費一部免除を選択できる制度は、ロータリーを
心のよりどころとされている御本人の、生涯ロータ
リアンであり続けたいという希望を手助けできる制
度であります。そして、人生最終章をロータリーで見
送ることは、ロータリーを共に楽しんだ故人への最
高の思いやりなのかも知れません。

す。お間違えありませんようにお願い致します。

お祝いの方々
親睦活動委員会
会員誕生日
配偶者誕生日
結婚記念日
創業記念日
入会記念日

①本日例会終了後理事会を開催いたします。
②細則の一部改正は4/25の例会で審議予定です。
改正案の予告通知は細則第16条で郵送となっ
ていますが、日数がありますので本日書面にて
通知を例会で行わせて頂きます。
③次週4/11は職業奉仕の移動例会、4/18は横浜
で東慶州RC姉妹締結30周年記念合同例会で

スマイルボックス

岸 幸博

梅田 秀雄 委員長
藤塚 勝明 君
鈴木 洋子 君
横澤 たづ子夫人
後藤 久子 夫人
北島 光代 夫人
髙橋 政勝 君
竹内 彰 君
古郡 清 君
舘盛 道明 君
梅田 秀雄 君
阿萬 正巳 君
番 桂柳 君
原嶋 賢一郎 君

4月11日
4月20日
4月10日
4月11日
4月21日
4月10日
4月13日
4月18日
4月8日
4月9日
4月9日
4月18日
4月20日

「戦略計画と公共イメージについて」
地区広報委員長
長谷川 洋平 氏
本日の内容は下記よりダウンロー
ドできます。
http://sdrv.ms/TpSc5u

委員長

本日 \26,000 累計 \720,670

長谷川 洋平 様（大和RC）
本日は広報にお時間を頂きありがとうございます。
宜しくお願い致します。
横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
地区広報委員長長谷川洋平様、ようこそいらっしゃ
いました。本日の卓話は広報・ＩＴに関してをお願いして
あります。どうぞ宜しくお願い致します。
横澤 創 君
家内の誕生を祝って頂きありがとうございます。還
暦だと威張っています。
古郡 清 君
長谷川様、本日は卓話楽しみにしています。結婚記
念のお祝いありがとうございます。
藤塚 勝明 君
長谷川地区広報委員長、本日はご多忙なところ、ご
苦労様です。
石川 健次 君
地区広報委員長長谷川洋平さん、ようこそ大和中R
Cへ！卓話楽しみにしています。御身体大事です。お酒は
ホドホドに！
橋本 日吉 君
地区広報委員長長谷川洋平さん、本日はお忙しい
処「戦略計画と公共イメージについて」の卓話、ありが
とうございます。宜しくお願い致します。
中島 康次郎 君
長谷川地区広報委員長、本日は宜しくお願い致し
ます。今後ともご指導お願い致します。
原嶋 賢一郎 君
長谷川さん、本日は宜しくお願い致します。
石川 達男 君
長谷川洋平さん、ようこそ大和中RCへいらっしゃい

ませ。卓話楽しみにしています。
北砂 明彦 君
長谷川さん、本日はありがとうございます。楽しみに
しておりました。
橋本 吉宣 君
長谷川さん、本日は宜しくお願い致します。
鈴木 洋子 君
お誕生日のお祝いありがとうございます。還暦がつ
いこの前と思っていたら古希に近づきました…。
髙橋 政勝 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。これか
らもさらに仲良くして行くつもりです。
番 桂柳 君
入会記念のお祝いありがとうございます。もう少し
で30年です。
梅田 秀雄 君
入会日を祝って頂きありがとうございます。入会して
何年になるのか？長いだけで少しも成長していません。
伊藤 英夫 君
実兄の記事が今日のロータリーの友に載っておりま
したので、健康に感謝して。
富澤 克司 君
北砂さん、3分間スピーチ良かったです。また次回も
楽しみにしています。
藤田 方巳 君
祝！高圧太陽光発電所の完成、引渡しが無事終了し
ましたので。
小栁 智裕 君
入会記念を祝って頂きありがとうございます。長谷
川さん、卓話楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い
致します。
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