1681号

【 本日のプログラム 】 8月1日 卓話 「大和市自治連の沿革と活動について」 高橋 輝久 様
【 次回予告 】 8月8日 ガバナー公式訪問 「相澤光春ガバナーを迎えて」 第3回クラブ協議会
【 第1676例会 】 平成25年7月25日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君 【 ゲスト 】 第6Gガバナー補佐 佐々木 和夫 様
【ビジター】 石村 英樹 様、内藤 和美 様（座間RC）

会長の時間

岸 幸博 会長
先週は参議院選挙があり自民党が圧勝しました
が、テレビを見ていると、午後８時の投票が終わる
のをカウントダウンして3、2、1はい自民何名、民主
何名と開票作業が始まる前から予想結果が出て当
確者が万歳をしていました。以前は各局によって予
想が随分違い、当確を出してから取り消したり、チャ
ンネルを回しては喜んだり、がっかりしたりしていまし
たが、今回は各局とも同じようでした。特に参議院
選は白票が多いので現場の記者の人たちも間違
いやすいと言っていました。

本日は、ガバナー公式訪問を2週間後に控えて、
佐々木ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会です。
国際ロータリー、地区とクラブとの関係などを話して
頂ければと思います。またご指導宜しくお願い致し
ます。
本日は、座間RCの石村英樹会長、内藤和美幹
事が表敬訪問にお見えです。ご挨拶をお願いしま
す。
【座間RC】

幹事報告

①７/20（土）ＩＭの準備会が佐々木和夫ガバナー補
佐をお迎えして、開催されました。
②７/24（水）座間RCへ会長、幹事で表敬訪問に伺
いました。
③同日、社会奉仕のセミナーが開催され、幹事中
島が出席しました。基調講演は「神奈川県下の
災害対策」について、「ロータリーの友」について
（RI指定記事の利用法…）
④７ 月25日（木）会員増強委員会が開催されます。
⑤厚木鮎まつりの次回推進委員会は7月30日です。

昨日24日は、座間RCに表敬訪問に行って来まし
た。鈴鹿明神社参集殿が例会場で、２階でしたが綺
麗な会場で、１階には大人用、子供用の神輿が置い
てあり、ホールもあるそうです。「結婚式などに使っ
ているのですか」とお聞きしたら、少し前までは多く
の式が行われ、1日に５組も行ったこともあったと言っ
てました。
会員数

出席者

42名

34名

出席率
82.93%

前々回修正 出席免除
80.49%

中島 康次郎 幹事

6名
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欠席者 7名(敬称略)
阿萬、橋本(吉)、神作、中西、鈴木、富澤、梅野

⑥8月度の理事役員会は8月1日（木）例会終了後
を予定しております。
⑦第2670地区（四国）高松南ロータリークラブのマ
スウド・ソバハニ会長から例会への参加依頼の
メールが届いております。
⑧8月31日(土)米山奨学セミナーが開催されます。
⑨前期会費の未納の方は宜しくお願いします。

様にお願いする事になりました。皆様にはご迷惑
かと思いますが私にとっては安心してお願いできる
クラブさんで心強く思っております、皆様方のチー
ムワークでＩＭを成功させて下さい。特に高橋清ＩＭ実
行委員長にはお骨折り頂く事になりますが実行委
員会の皆様にもよろしくお願いいたします。
【クラブ協議会の感想】
初めに、クラブ協議会は例会の中では行わない
事になっています。例会を終え点鐘した後にクラブ
協議会に移った事は、きちんとロータリーの会議の
方法を理解されており、さすが大和中RCさんだな
と思いました。
岸会長・中島幹事を始め理事役員の方々が作
られたクラブ活動計画書を拝見し、また本日のクラ
ブ協議会を拝聴し、私がどうこう言う余地が無い
ほど立派に出来上がっております。
また、初回例会の岸会長挨拶には感激いたしま
した。「キラリと光るロータリー」というターゲットもい
い響きですね。簡単明瞭で素晴らしい言葉をお選
びになりました。失礼ながら、岸会長を拝見すると
芸術的センスが有りそうも無いのですが、素晴らし
い芸術的センスです。きっと良い仕事もされている
でしょう。
RI会長メッセージや相澤光春ガバナーの地区運
営方針は公式訪問の時にガバナーよりお話してい
ただきます。多少時間が延長される事と思います
が最後までお付き合い下さい。
クラブ活動計画書を褒めておきながら言いにく
いのですが、47ページの大和中ロータリークラブ定
款は第1条から第3条までをクラブ独自の内容を記
載し、第4条以下は「標準ロータリークラブ定款」に
よるものとする。というのは、通常はそれで構わな
いのですが、2013年規定審議会で既に第4条が
「ロータリーの綱領」から「ロータリーの目的」に邦
訳を変更したばかりです。ですからここは特別に変
わった第4条「目的」まで記載して頂きたかったと思
います。
ご参考までに第4条の原文と「ロータリーの目的」
を計画書に挟められるようB5版で印刷してきまし
た。本年暮れ頃には「2013年手続要覧」が発行さ
れるでしょうが一足早く皆様にお渡しした方が良
いと思いコピーしてまいりました。
そして、その目的の文中で「奉仕の理想」が「奉

委 員 会 報 告
お祝いの方々
親睦活動委員会
配偶者誕生日

長谷川 清 副委員長
北砂 仁美 夫人

7月29日

第２回クラブ協議会
「ガバナー公式訪問に備えて」
第2780地区 第6グループ
ガバナー補佐 佐々木和夫 様
【挨拶】
8月8日の ガバナー公式
訪問が2週間後に迫りまし
たので本日事前訪問に 参
りました。
初めに自己紹介をします。
名前は佐々木和夫と申しま
す。昭和28年生まれで、今
年60歳になりました。大和ロータリークラブには198
1年8月入会し、本年で32年目になります。職業分
類は自動車整備です。
地区役員の経験は少なく、大和RCの中で静か
に今まで活動して来ました。
そのような私にガバナー補佐が務まるかどうか
疑問に思っている内に、時すでに遅し、相澤ガバナー
年度がスタートしてしまいました。現在スタートで出
遅れたた分、自分に鞭を打っているところです。
本年度相澤光春ガバナーの地区運営方針は幾
つかありますが、その中で私は「楽しく、ロータリア
ンでよかったと思える運営をしたい」と言うのが第
一のポイントだと思います。
さて、2780地区では大和中RC様より、後藤定毅
パストガバナーを初め藤塚様、横澤様、舘盛様、辻
様には要職をお願いしお世話になっております。ま
た、本年度のＩＭはグループ内の順番で大和中RC
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仕の理念」 になりました。従って「奉仕の理想」は

と思います。

「奉仕の理念」と歌のですかと後藤パストガバナー

委員会組織については後藤パストガバナーが所

にお聞きしましたら笑われてしまいました。
また、裏面は2010年手続要覧の13ページに書

属するクラブであるためCLPを充分考慮した委員
会構成になっています、第6グループの模範となる

かれている内容で、ロータリーのバイブルと言われる

構成だと思います。

「ロータリー章典」からの引用された「若年層の会
員に対する扱い」を取り上げました。RIが若年層の

18ページで年間プログラムでは委員会が苦労す
るのはプログラムに穴が空いた時でしょう。そんな

会員増強方法として「このような方法もありますよ」
と紹介しているものと思います。 普段は手続要覧

時、現会員の皆様は入会時にイニシエーション・ス
ピーチをしています、一方、新会員は自分より前に

の黄色いページのクラブ定款と細則しか見ていな
いでしょうが、初めから読むと更なる情報が得られ

入った先輩会員のイニシエーション・スピーチを聞
いてないんです。ですから、たまには先輩の「いにし

ます。

えの話を聞く機会として」その言葉をもじって「いに

先ほどロータリー・ソングで「奉仕の理想」を「奉
仕の理念」と歌うのかという冗談を申しましたが、

しえのイニシーションスピーチ」をして頂くのも一つ
の案でしょう。

ロータリー・ソングについて話します。
昨年度の地区協議会は相模原南RCのホストで

6ページに記載されているd)項の100%出席会員
数については歴史のあるクラブさんだけに永年皆

した。その時斉唱したロータリー・ソングは相模原南
RCの元会員だった水谷暢宏さん作曲「四つのテ

出席の会員さんが多くいらっしゃいます。
その記録を途切れないようにする為にE-クラブ

スト」でした。これを歌うのもお勧めです。歌うよう

というインターネットクラブでのメークアップをお勧

になると、すらすらと「四つのテスト」が言えるよう
になります。

めします。24時間いつでもインターネット環境があっ
てパソコンで会長の時間を見て、設問に答え、カー

また、外国のビジターがいらした時は全世界共
通のロータリー・ソング「R-O-T-A-R-Y」を歌えばビ

ドで支払い、出来ればロータリーカードで500円の
メークアップ・フィを払えばメールで例会出席証明

ジターも一緒に歌えるので「楽しい訪問だった」と
感じて帰られるでしょう。 そんなときの為に時々練

が来ます。移動例会のクラブを探してサインだけの
メークアップをする苦労よりもE-クラブでのメークアッ

習してみてはいかがでしょうか。ロータリー・ソングの
CDは「オクトン」で販売しています。

プはロータリーの勉強にもなります。個人的には会
員同士が顔を合わせないE-クラブの是非は疑問で

大和中RCさんは韓国東慶州RCと姉妹クラブ締

すが、体調不良や忙しくてどうしても例会に出られ

結しているので姉妹クラブ会員が来訪されたとき

ない場合は便利です。RIが認証したクラブですから

は「大韓民国国歌」を演奏したり、米山奨学生が初

これを利用しない手はありません。メークアップの

めてクラブに来た時は母国の国歌を演奏すれば国

裏技として情報提供いたします。
東京には東京米山ロータリーEクラブ2750という

際親善にもつながります。

米山学友を中心としたE-クラブが認証されました。

61ベージに記載されている「青少年育成基金運

ロータリーも変わったものだと思います。

用基準」は長谷川誠一様故人の功績を称える意
味で素晴らしい基金だと思いました。大和ロータリー

これを機会にぜひE-クラブメークアップにトライし

クラブでも参考にさせて頂きます。同様に7ページ
以降に書かれているロータリー財団や米山奨学会

てみて下さい。
本年度の地区大会では長寿会員表彰の時、そ

への功績も現会員はもちろんの事、元会員やご家
族の功績まで記されているのは良い事だと思いま

の方の皆出席年数も付け加えて発表して欲しいと
ガバナーに提案するつもりです。と言いますのも実

す。この功績は元会員がクラブへ復帰されたとき、
他クラブへ移籍された時にも有効になりますので、

は昨年亡くなられた大和ロータリークラブのチャー

ページ数が増えるでしょうが是非続けて頂きたい

した。驚異的な記録です。その様な長寿会員で永

ターメンバーの蒲生さんは入会以来50年皆出席で
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年皆出席の会員は地区内にまだまだいらっしゃる

るための重要な委員会だと認識すれば「金集めな

と思います。出席率優秀クラブの表彰の原動力は

ど何のその」と会員の皆様に充分ご理解をいただ

会員個人の努力の賜物ですから是非個人の永年
皆出席会員は表彰対象に成るべきだと思います。

けるような情報を集めて紹介しましょう。
また、本年度より「未来の夢計画」が実行されま

37ページには広報は本年度より地区委員会は

す。 委員の方々は更に大変になりますが、変化を

公共イメージ委員会に変更になったと辻委員長が
書かれています。 以前の広報委員会ならば外部

伴うにはそれに勝る力が必要なんです。
頑張りましょう。

への広報と内部への広報の二つの意義がありまし
た、公共イメージでは外部へのロータリークラブの

最後に、会長の時間でお話があったと思います
が、来たる8月3日、8月4日の(土)・(日)に「厚木鮎

宣伝としか私には受け取れません、少々片手落ち
の感があります。がRI方針ですので止むを得ない

祭りPolio End Now キャンペーン」が前年度に計
画され、本年度実行されます。これは本年度開始

でしょう。

直前に第6グループへガバナーより担当依頼があり

35ページでは、ロータリー財団委員会や米山奨
学会やロータリー財団の委員さんはお金集め委員

ました。つい最近まで聞いていなかった事業ですが、
すでに話が進んでおり、ガバナー補佐として断る勇

会の印象が強く重荷と思っているクラブさんが多
い中、大和中RCさんはその価値観を認識していらっ

気がありませんでした。詳細は後日連絡いたします
が、各クラブ3名ほどの出席をお願いいたします。

しゃるので心強いです。そして米山奨学金を受けた
学生が帰国してから母国で米山学友会を作ったり

タイトルにつきましては「厚木鮎祭りPolio End Now
キャンペーン」よりも 「” End Polio Now” キャンペー

するのを聞くと努力して集めたというやり甲斐を感

ンin 厚木」とした方が皆様にもご理解頂けると思

じて嬉しいものです。 台湾の故宮博物院の院長
は数年前まで林曼麗さんという女性で米山奨学

い、タイトル変更の依頼をしております。
以上、長々と細かな感想を申しましたが、お役目

金を受け東京大学で学んだ米山学友でした。 国
連難民高等弁務官の緒方貞子さんも国際親善奨

の一つですのでお許し下さい。
本日は、ありがとうございました。

学生でした。世界の平和に貢献する若者を育成す

スマイルボックス

山崎 賢二

委員長

本日 \23,000

佐々木 和夫 様（大和RC）
本日は、ガバナー公式訪問２週間前の事前訪問に
参りました。宜しくお願い致します。
石村 英樹 様、内藤 和美 様（座間RC）
表敬訪問に参りました。宜しくお願い致します。
岸 幸博 会長・中島 康次郎 幹事
①佐々木和夫ガバナー補佐、「ガバナー公式訪問に備
えて」宜しくご指導お願いします。先日のIM発足会、
お世話になりました。
②座間RC、石村会長、内藤幹事、本日は、お忙しい中
表敬訪問にお越し頂き誠にありがとうございます。
今後とも、宜しくお願い致します。
横澤 創 君、入江 公敏 君
大和RC、佐々木和夫ガバナー補佐、ようこそお出
かけ下さいました。座間RC、石村会長、内藤幹事、宜
しくお願い致します。本日は、前年度の会計監査の講
評をお持ちしました。前年度の任務を終了いたします。
松崎直前副会長をはじめ、前年度の理事、役員そして
会員の皆様ありがとうございました。
古郡 清 君
佐々木ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
本日は宜しくお願い致します。

累計 \129,000

髙橋 政勝 君
①佐々木ガバナー補佐、今日はご苦労様です。宜しく
ご指導をお願いします。
②急な用事で早く帰りますのでよろしく。
高橋 清 君
佐々木和夫ガバナー補佐、本日はお忙しい所お出
で下さいまして、ありがとうございます。「ガバナー公
式訪問に備えて」宜しくご指導をお願いします。
上田 利久 君
佐々木和夫ガバナー補佐、今の地区の雰囲気など
教えて頂きながら、宜しくお願い致します。
梅田 秀雄 君
佐々木ガバナー補佐、ようこそお出で下さいました。
本日は宜しくお願い致します。
藤塚 勝明 君、山崎 賢二 君
ガバナー補佐佐々木様、本日はご苦労様です。大
和中RCの為にご指導を宜しくお願い致します。
北砂 明彦 君
本日は家内の誕生日を祝って頂き、ありがとうござ
います。
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