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【 本日のプログラム 】 7月10日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 山崎賢二会長・小栁智裕幹事
【 次回予告 】 7月13日 移動例会 「松風園の皆様と共に」 場所 二宮海岸
【 第1721例会 】 平成26年7月3日（木） 【 司会SAA 】 上田 利久 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 後藤 定毅 君

挨 拶

山崎 賢二 会長

次第です。地元地域社会が何を必要としているの
「ただ座って暗闇を呪うより、
か、どういった支援ができるのかは我々が一番よく
ローソクを灯した方がいい」
知っている筈です。
これは孔子の 言葉だそう で
ホアン会長は具体的重点項目として ①会員増
す。
強 ②ロータリー財団寄付 ③ロータリーデイの開催
ゲイリー・ホァン今年度RI会長
④ポリオ撲滅 の４項目の推進を目標とされており
は、孔子を「世界で最初のロータリアン」と称してい ます。
このホアン会長の「Light up Rotary」を受け、当
ます。
台湾・台北ロータリークラブ所属のホアン会長は、 地区渡邉治夫ガバナーは「Light up Myself 自分
この孔子の教えの下に今年度R I のテーマを「Ligh
t Up Rotary・ロータリーに輝きを」と定めました。

自身に輝きを」とのテーマを掲げました。サブテーマ
を「五つのカンドウ」①感動 ②歓働 ③汗働 ④貫

ホアン会長は、現在世界中に様々な問題が山積
しており、大勢の人達が助けを必要としています。し

道 ⑤環働 とし、会員増強・公共イメージと認知度

かしながら、自分にできることは何もないとただ座っ
ている人が多ければ世界中の暗闇がなくなること
はありません。ロータリーの理念は孔子の教えと同
じです。私が１本、あなたが１本。こうして１２０万人の

を地区の活動方針の柱と致しました。
一つ目の「会員増強」に関しましては、各クラブ１０

会員全員がローソクを灯したならば世界中の暗闇
は解消し、光で輝かせることができるのです。と呼
びかけております。

の奨学生や平和フェロー等々からより多くのロータ
リアンを誕生させる。等を具体的目標にしております。
二つ目の「公共イメージと認知度の向上」に関し

各クラブが様々な活動を通してロータリーをどう

ましては、１分間でロータリーの魅力を説明できるよ

輝かせるのか、自分のローソクをどう灯すのかは我々

うに・ロータリーデイを設ける・地域イベントへの積

会員数

出席者

42名

35名

出席率
94.59%

の向上・財団および米山奨学会への寄付の３項目

％の純増・Eクラブの設立・新会員のためのカウン
セラー方式の導入・女性会員の拡大・財団と米山

欠席者 2名(敬称略)

前々回修正 出席免除
89.19%

10名
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引田、梅野

極的参加・ 各種広告媒体の積極的活用の 推進。
等を掲げ。

品位あらしめること。③ロータリアンすべてが、その
個人生活・事業生活および社会生活に常に奉仕

三つ目の「寄付の獲得」に関しましては、財団の
寄付を１人当り２００ドル以上・ポリオ撲滅のための寄

の理想を適用すること。④奉仕の理想に結ばれた
事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって

付を１人当たり４０ドル以上・ベネファクターを各クラ
ブ１名以上・米山奨学金寄付を１人２０,０００円以上に

国際間の理解と親善と平和を推進すること。とい
う４項目からなっておりますが、この４項目の言わん

設定されました。
これらの件につきましては折々に渡邉ガバナーご

とするところ、それは、我々ロータリアンは、それぞれ
が日常的にロータリーとは別の世界を持っています。

それは業界であったり、商店会であったり、あるいは
自身より詳細な説明がなされるものと思います。
さて、我々大和中ロータリークラブと致しましては、 自治会・趣味の会等いろいろでしょうが、そういっ
前年度「キラリと光るロータリー」をテーマとして掲げ、 たロータリーとは別の世界で、会員一人ひとりがそ
岸会長・中島幹事を先頭に各種事業を展開して参 れぞれの職業を通じ、あるいはそれぞれの立場を通
りました。結果、当クラブは現在充分に光り輝いて
おります。このような先進性こそ我々大和中ロータ

して地域社会のお役に立ちましょう。ということか
と思います。また、機会があればそれを国際的に広

リークラブの持ち味ではないでしょうか。私は会長
エレクトに就任以来、この日が近づくにつれ「私の

げ世界平和実現の一歩とすることができれば、そ
れが「ロータリーの実践」であり、いわゆる「入りて学

ロータリー」から「我々のロータリー」に変わりつつあ
ることを実感して参りました。今、このような光り輝
くクラブの運営を引き継ぐことができる幸運に感
謝しつつ、先輩の皆様のご苦労に思いを致したとき、
その重責に身の引き締まる思いが致します。
クラブ会長の役割は、クラブを効果的に運営し前
年度よりもさらに充実させ「より効果的なクラブ」と
して次年度会長にバトンタッチすることと考えていま
す。
この「効果的なクラブ」とは具体的にどういった
クラブを指すのでしょうか。公式には次のように定

び、出でて奉仕せよ」の精神そのものではないでしょ
うか。
そのような思いを強く持ち、一年後には橋本日
吉会長に少しでも「より良いクラブ」としてバトンタッ
チができますよう会員皆様のご理解ご協力をお願
いするところであります。
私の事務所には何時も数冊の「抜粋のつづり」
が置いてあります。時間があるとたまにページをめ
くるのですが、先日、一人の女性ヴァイオリニストの
文章を目にしました。以下、「抜粋のつづり」からの
抜粋です。

義されています。要約しますと①会員基盤の強化と
拡大。②地域ならびに国際社会における奉仕プロ
ジェクトの効果的実施。③財団への寄付およびプ

私は２歳からヴァイオリンをはじめ、１２歳でプロデ
ビューを致しました。幼少期こそ天真爛漫な演奏を
楽しいんでいましたが、１０代の頃から天才少女と騒

ログラムへの参加。④クラブレベルを超えて奉仕で
きる指導者の育成。等とされています
この「効果的なクラブ」を目指すということは、取

がれるようになると、私を取り巻く環境は一変しまし
た。先生からの叱咤、どんどん膨らむ周囲の期待。
子供ながらにひしひしと責任を感じ、日に１０時間を

りも直さずロータリーを実践することであり、「ロータ

超す練習量にもなりました。いつか体は疲労困憊、

リーの実践」は「ロータリーの目的（旧綱領）」の遂

心は疲れ果て、いわれなき世間からの誹謗中傷に

行にあるものと考えています。
この「ロータリーの目的」は非常に具体的かつ簡
潔に表されています。

傷つき、私はヴァイオリンを弾くことを止めました。２
０歳の時のことです。私から音楽が抜け落ちた生
活は耐え難い苦痛でした。そんな私にホスピスから

すなわち、①奉仕の機会として知り合いを広める

一本の電話がかかります。私に会いたがっている患

こと。②事業および専門職務の道徳的水準を高め
ること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであ

者さんがいることを伝えられました。私は数か月も
弾いていない楽器を手にホスピスへ向かいました。

るという認識を深めること。そしてロータリアン各自
が業務を通じて社会に奉仕するためにその業務を

その患者さんは大変喜んでくれました。散々な演奏
にもかかわらず涙をながし、か細くなった手を伸ば
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し握手をしてくれました。その時の「有難う」の言葉
が私の胸に突き刺さり後悔の念が深まります。 患

ず」という意味ではありません。我々のロータリー活
動は必ず行動が伴います。行動を起こす最初の一

者さんの大切な最期の時間を、私のどうしようもな
い演奏が汚してしまったのに。私は心の底から詫び

歩こそ、このポジティブな想像力が不可欠であり、
その後の事業の進展に必ずや威力を発揮するもの

ながら、家に帰るとがむしゃらにヴァイオリンを弾き
続けました。一週間後、その患者さんは亡くなりまし

と考えています。
以上、私の個人的な解釈も交えて、

た。取り返しのつかない後悔が私をボランティアに
駆り立てました。その２年後、私はプロ活動を再開す

①ゲイリー・ホアン今年度RI会長のテーマおよび運
営方針の概要。

ることになりますが、それまでの間、施設の慰問の
場で気づかされたのは、音楽で繋がる心の交流で

②渡辺治夫今年度当地区ガバナーのテーマおよび
運営方針の概要。

した。「これこそが自分の目指した音楽だった筈。
一人でもいい、こんな私のヴァイオリンを聴きたいと

③今年度当クラブ会長としての責務。。
④奉仕事業を成すにあたっての純粋な動機づけの

言ってくれる人がいれば、そこへ行って演奏しよう」
との思いが現在でも施設への慰問が続けられる大

重要性。
⑤ポジティブな想像力の重要性。

きな原動力となっています。
と、そういった話なのですが、何を申し上げたい

の５項目に分けてお話を致しました。
④と⑤の二項目に関しては、今年度一年間の私

のかと言いますと。私はこの文章を読んだとき、こ
とを成すにあたっての動機づけの大切さを強く意
識しました。特に我々がロータリー活動、とりわ奉仕
事業をなすにあたっては純粋な動機づけが前提条
件となります。その中に些かの打算や欺瞞があると
すれば、それは同じ事業をなすにしても全く意味の
違ったものになってしまいます。但し、職業奉仕に関
しては社会的貢献とは別に報酬の獲得という大き
な動機づけが得られます。しかしながら、他の奉仕
事業については報酬や見返りは一切求めることが
あってはなりません。「奉仕の理念」は共通していて

自身に対する戒めとして強く心に刻もうと思ってい
ます。
以上を踏まえ、私は今年度の会長ターゲットを「H
eartful Action 心からの行動を」と致しました。皆
様のご協力を宜しくお願い申し上げて就任のご挨
拶と致します。

も心の置き処は全く別なのです。
いかがでしょう。我々の奉仕事業は「我々がロー
タリアンであるための手段のひとつ」になってはい

プログラム・親睦・奉仕プログラ
ムの各委員長はじめ委員が、新年

挨 拶

小栁 智裕 幹事

１、 会員年代構成で40･50代の会
員の数を増やす
２、年間プログラムの充実に感謝

度始まる前から充分に打ち合わせ頂き、非常に内
容の濃い「クラブ活動計画書」が出来上がりました。

ないでしょうか。強く自分自身に問いかけてみなけ

大塚印刷の石川会員にもデザイン構成等お世
話になりました。ありがとうございました。
３、次週「クラブ協議会」の件

ればならないような気がします。機会があれば広く
皆様のご意見を伺ってみたいと思います。
最後に、我々ロータリアンは家庭生活においても
社会生活においても、あらゆる面で常にポジティブ

幹事報告

でなければなりません。なぜならば、ネガティブな思
考を持った人に他人様のための事業ができる訳が
ありません。各委員会の委員長をはじめ会員一人

小栁 智裕 幹事

①新年度を迎えます。適度な緊張感を持って一年
間努めてまいります。
②本日例会前に、理事会を開催いたしました。

ひとりがポジティブな想像力をもってことに当たれ

・クラブ活動計画書の承認
・7/13（日）地引網の開催予算
・青少年育成基金について

ばこそ必ずや良い結果が着いてくるものと信じて
います。ポジティブな想像力は生産性を高めます。
生産性の高まりは可能性を広げます。よく「思考は
現実化する」と言われますが、これは「念ずれば通

・大和再開発起工式への出席について
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③7/10は、第一回クラブ協議会ですので各委員長
はじめ皆様の出席をよろしくお願いいたします。

大和支店前に7時半です。来週、詳細を配布いたし
ます。

④会費納入を7月31日までにお願いいたします。
⑤直前会長・幹事のご苦労さん会を7月24日（木）

お祝いの方々

18時30分、北京飯店にて開催いたします。
⑥7月のRレートは、1ドル＝1０２円です。

親睦活動委員会
会員誕生日
創業記念日

委 員 会 報 告
奉仕プロジェクト委員会

北砂 明彦 副委員
入会記念日

7月13日（日）松風園の皆様をお招きし、地引網
を行います。当日、バスの集合時間は八千代銀行

スマイルボックス

青柳 文四郎

委員長

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
いよいよスタートです。「Heatful Action（ハートフル
アクション）心からの行動」をターゲットに一年間努めて
まいります。また、会員の皆様お一人お一人のお力・
お知恵を頂きながら楽しい一年にしてまいります、宜し
くお願い致します。
横澤 創 君
①富澤委員長始め、姉妹委員会の皆様、お世話にな
りました。楽しい企画をありがとうございます。
②山崎会長、小栁幹事、いよいよですね。一年間、健康
に留意され、楽しく過ごしましょう。
原嶋 賢一郎 君
山崎会長、小栁幹事、一年間頑張って下さい。
松崎 正実 君
山崎会長、小栁幹事、ご就任おめでとうございます。
一年間宜しくお願い致します。
中島 康次郎 君
皆様のお蔭で何とか、1年を終える事ができました。
感謝しております。今は、社内業務でおわれています。
しばらくは、お世話になります。今後とも宜しくお願い
します。
梅田 秀雄 君
山崎会長、小栁幹事の船出をお祝いいたします。一
年間頑張って下さい。米山奨学委員会も頑張りますの、
皆様のご協力宜しくお願い致します。
古郡 清 君
山崎会長、小栁幹事の前途を祝して…。
髙橋 政勝 君
今日から新年度です。山崎会長、小栁幹事、宜しく
お願い申し上げます。
北砂 明彦 君
山崎会長、一年間宜しくお願い致します。入会させ
て頂き、まる3年か経とうとしております。これからも宜
しくお願い致します。
苗加 真敬 君
先日の慶州では、飛行機が遅れてしまったのに、バ
スで待っててもらいありがとうございました。仲間に感
謝！

原嶋
小栁
藤田
野口
北砂

神作 彰 委員長
賢一郎 君
智裕 君
方巳 君
宏 君
明彦 君

本日 \64,000

7月2日
7月1日
7月1日
7月5日
7月7日

累計 \64,000

後藤 定毅 君
山崎会長、小栁幹事、一年間お世話になります。ク
ラブ一の理性と品格を備えたお二人に、期待していま
す。
長谷川 清 君
山崎会長、小栁幹事、ご就任おめでとうございます。
一年間ご指導の程をお願い申し上げます。
青柳 文四郎 君
スマイルボックスを担当します。宜しくお願いします。
長野 俊八 君、伊藤 英夫 君
山崎会長、小栁幹事、一年間頑張って下さい。20年
前を思い出しました！
橋本 日吉 君、高橋 清 君
山崎会長、小栁幹事、「Heatful Action（ハートフル
アクション）心からの行動」を完現できる1年であります
様、共に頑張りましょう！。
藤塚 勝明 君、番 桂柳 君、石川 健次 君
山崎会長、小栁幹事による、クラブ運営に期待を込
めて、そして楽しい例会になるようご尽力ください。
中島 康次郎 君、上田 利久 君、岸 幸博 君、
池澤 利男 君
山崎・小栁丸出航、おめでとう…。例会場は及ばず
なからSAAにお任せください。でも一寸不安です。よろ
しくフォローしてください。
2013～14年度 姉妹クラブ友好委員会
先日の慶州訪問には、多数のご参加ありがとうご
ざいました。多くの手落ちがあったものの、無事全員
帰国できましたこと、御礼申し上げます。
藤田 方巳 君
①山崎丸の船出を祝して！
②慶州にご同行頂いた皆様、お世話になりました。
③創業記念日のお祝い、ありがとうございます。
親睦委員会一同
山崎丸の船出の無事を記念して！。
東慶州訪問団員一同
イ・サンドン、キム・チェジン両会長の離就任式に参
加し、無事帰って参りました。両クラブの友好が一層深
まったことと思います。来年も多数で参加しましょう。
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