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【 本日のプログラム 】 1月16日 「4クラブ合同賀詞交歓会」 オークラフロンティアホテル海老名
【 次回予告 】 1月22日 卓話 「江戸しぐさでおもてなし」 江戸しぐさ振興会 代表 和城 伊勢 氏
【 第1746例会 】 平成27年1月8日（木） 【 司会SAA 】 池澤 利男 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君

挨 拶

山崎 賢二 会長

新年明けましておめ
でとうございます。
皆様 それぞれが 健
や かに 新年をお 迎え
のことと思います。
何とか責任の半分、６

富士・二鷹・三茄子」などと言われておりますが、六
番目まであるのはご存知でしょうか。参考までに申
し上げますと「四扇・五煙草・六座頭」と続くそうで
す。これらの意味するところや起源は諸説あるよう
ですが、その内の一つをあげますと「一富士・二鷹・
三茄子」と「四扇・五煙草・六座頭」はお互いに対
応していて、富士と扇は末広がりで家族や事業の
繁栄を、鷹と煙草は上へと上昇するので運気の上
昇、茄子と座頭は毛がないことから家内安全をそ

か月を消化することが
できました。ひとえに皆

れぞれ意味しているというものです。昔からよい夢
をみるにはおまじないとして七福神や宝船の絵を枕

様の力添えのおかげと感謝致しております。

の下に置いて寝るとよいとされていますが、万一、

「年頭にあたり」

このお正月、皆さんはどのような初夢を見られ

嫌な夢を見てしまった時にはどうしたらよろしいでしょ

たでしょうか。良い夢を見た方もそうでない方もお
いでになるかと思いますが、この初夢っていうのは

うか。こういった場合には紙に「獏・バク」という字
を書いて川に流したり土に埋めたりすればよいとさ

何時見たものをいうのか非常に曖昧なようです。
例えば、大晦日の１２時過ぎに寝て元旦の朝起きる

れているようです。
余計な話が長くなりましたが、今年度半年間の

までに見た夢であるとか、元旦の夜から２日の朝に
かけての夢であるとか、なかには２日から３日にかけ

特徴的な例会を私の立場から極く簡単に振り返っ
てみたいと思います。

てとか、日にちにかかわらず歳を越してから初めて
見る夢などという説もあるようです。

７月第２週目に「第１回クラブ協議会」が開催され
ました。 クラブ協議会は本来例会扱いでない方が

ご存知のとおり、初夢には縁起の良い順に「一

望ましいということになっておりますので、例年です

会員数

出席者

44名

30名

出席率
81.08%

前々回修正 出席免除
78.38%

10名
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欠席者 7名(敬称略)
原嶋、引田、板垣、小松、富澤、辻、梅野

と新年度第１週の例会終了後に開催されておりまし
たが、横澤プログラム委員長の「なるべく多くの会

す。
１０月の１８日と１９日には横須賀において地区大会

員が出席しやすい形が好ましい」との配慮から、こ
ういった措置がなされました。

が開催されました。
１８日午前中には選挙人会が開催され、その中で

第３週目には早々に「しらかし会松風園」のお子
さん・ご家族・職員の皆様を二宮の海岸に招待し、

は当クラブより提案された立法案３件が全て承認さ
れております。このことが即、規定審議会への上程

大変賑やかな奉仕事業を展開することができまし
た。ご尽力いただいた社協会長としての髙橋政勝

を保証されるものではないとのことですが、いずれ
に致しましても当地区より決議案と立法案併せて６

会員、あるいは奉仕プロジェクト委員会の皆さん。
またお手伝い頂いた会員の皆さん、ご家族の皆さ

件が提案され、その内の３件が当クラブよりの立法
案である事実は大和中クラブが常に進化し続けて

んにはあらためて御礼を申し上げます。特にご自分
の職場の職員あるいは多くの友人をボランティア

ていることを証明するものと思います。
２日目の１９日には多くの皆さんにご参加を頂き

として動員して頂いた入江会員には何かご褒美で
も差し上げたい気分です。

大変有難うございました。地元のクラブでさえ参加
者がなかなか集まらない中、当クラブからは毎年多

第５週目には、当クラブの特徴ある奉仕事業の
ひとつでもあります青少年育成基金（３０万円）の贈

くの皆さんにご参加を頂いております。これ一つ取っ
てみても皆さんのロータリーに対する意識の高さが

呈式が行われました。下福田中学校の萩野谷校長
先生より提出されました受給申請書によりますとす
と、このうち２０万円は「災害時準備支援金」として、
また１０万円は「進学時緊急支援金」としてお役立て
頂くことになっております。前年度の渋谷中学校同
様に長期にわたる活用は当クラブにとりましても大
変好ましいところであります。
８月は第３週目に「ガバナー公式訪問」があり、渡
辺ガバナーからは公式訪問例会時には新会員の入
会式ができるよう準備を整えて頂きたい旨の要望
が出されておりました。しかし、残念ながらその要望

伺えます。当日は小泉純一郎元総理の講演等、ミー
ハーの私としては結構興味深いプログラムもありま
したが、丸二日盛り沢山のプログラムへの参加は
得るものも多くありましたが「結構疲れました」とい
うのが実感です。
１１月は６日の通常例会に引き続き、７日に東慶州
クラブ来訪に合わせての歓迎会が催されました。２
日続きの例会ではありましたが多くの皆さんにご
参加頂き大変賑やかな歓迎会になりました。恐らく
東慶州クラブの皆さんにも充分ご満足頂けたもの
と思います。また慣例とはいえ、当日空港への出迎

に応えることはできませんでしたが、公式訪問例会
の次の週には北京飯店における会員増強のため
の夜間例会が計画されておりましたので会員増強

え、あるいは二日目の箱根観光への同行等、ご多
忙中にも関わらずわざわざ時間を割いて頂いた方々
にはあらためて御礼を申し上げます。
２９日の土曜日には一足早いクリスマス例会が開

については真剣に取り組んでいることをご理解頂

催されました。会場は六本木の金魚。中身は何名か
のニューハーフを含めてのエンターテイメントショー
ということで
正直な話、密かに倒錯した世界を期待したものです。

けたものと思います。
９月は第４週目に瀬谷の居酒屋・海鮮市場を会
場として「女利き酒師・丹羽さくら氏を迎えてのお
酒の楽しみ方」の講座を開きました。出張例会にも

しかしながら、実際にはニューハーフの皆さんを含む
全員が真剣に真面目にショーに取り組む姿勢は、こ
の世界に限らず職業に対する厳しささえ感じられま
した。

かかわらず多勢のご参加を頂き、美人に対する関
心の高さは年齢にはあまり関係ないことを実感致
しました。また、この例会には３名のお客様をご招
待致しましたが、そのうち２名の方を新会員として

先月１２月は、１４日（日）に大和３クラブおよび大和
自動車学校共催の交通事故撲滅大作戦が開催さ
れました。これは、ご存じのとおり地区補助金を頂
いての事業であり、ガバナー公式訪問の際にはガバ

お迎えできましたことは大変印象深いものがありま
す。この板垣会員と小松会員の入会手続きに際し
ましては関係ご担当の方々には大変無理なお願い
をいたしましたこと、あらためてお詫びを申し上げま
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ナーも大変興味を示しておられました。奉仕プロジェ
クト委員会の集計によりますと、一般参加者の事
前登録は確か１０３７名だったと思いますが実際の
参加者は約１３００名程度になったようです。また、本
事業につきましては多くの会員の皆様にご協力を
頂き大変有難うございました。
その他、半年間を通して１０数人の方を外部から
招聘し卓話を頂きました。これらは地域の近代史
から医療・経済・エネルギー・趣味・ボランティア・
教育問題まで多岐にわたるテーマの下、ロータリア
ンとして知識を深め、教養を高め、情操を豊かにす
ることに効果的であったと確信しております。
残り６か月の予定を確認致しますと、早速１６日に
開催されます４クラブ合同の賀詞交歓会から始ま
り、２月のロータリーデー、３月のI M、４月の一泊例
会、５月の創立記念日、６月の東慶州クラブ訪問ま
で息つく暇もないほどの予定が詰まっております。
また、私が幹事を仰せつかったのは確か７年前かと
思いますが、クラブの仕事は特に増えているとは思
わないのですが、地区からの依頼事項や要求は格
段に多くなっている気が致します。よく「１２月の定
時総会を終えれば現年度も一服」などと言われま
すが、とてもそのような余裕はないのが実情です。
引き続き皆様のご協力を頂かなくてはなりません。
また、この機会をお借りして比較的ロータリー歴
の浅い皆様にお願いをしておきたいと思います。私
は幹事を仰せつかるまでに１０数年、会長までは約２
０年弱の余裕がありました。比較的のんびりと無責
任にロータリーライフを過ごしてまいりました。しかし
ながら、これからはご存じのように５年・１０年の単
位で機会が巡ってくるものと思います。のんびりし
ている余裕はありません。常にそのことを意識して
必要な最低限の情報や知識の吸収に努めて頂き
たいと思います。
最期になりましたが、ゲイリー・ホァン今年度RI会
長は、孔子の「ただ座って暗闇を呪うより、ローソク
を灯した方がいい」との言葉を引用し、今年度R I
テーマを「Light Up Rotary・ロータリーに輝きを」と
定めました。また、同会長は孔子を「世界で最初の
ロータリアン」と称してもいます。この孔子が中国春
秋時代の思想家・哲学者であり、儒教の祖である
ことはご存じの通りですが、同会長はRI運営の基
軸を孔子の教えに求めました。
同様に我々日本人は何時の頃からか、この孔

子の儒教から礼節を学び、鎌倉時代に根付いた仏
教の禅からは自らを律する精神を学び、そして古よ
り連綿と受け継がれた神道からは祖先を尊崇し、
自然を畏怖する心を学んできました。その結果、世
界に類を見ない精神文化を育み、また、それを礎と
した倫理観あるいは道徳観が長い年月熟成され、
それが現在の我々にも脈々と受け継がれているこ
とは紛れもない事実なのです。思いやりのこころは
日本人の特質の一つです。日本人ほどロータリア
ンとしての適性に恵まれた国民は他にはないのか
も知れません。素直な心を持ってロータリーを実践
することが今後の日本のロータリーの更なる発展
に繋がるものと確信致します。
今年度、残り半分。「明るく元気で楽しいロータリー」
にしたいと思っています。
昔、ある政治家が「神輿は軽くてパーがいい」と
言ったとか言わないとか。
私は軽くてパーですから担ぎやすいかと思いま
す。また、皆様には私を会長に選挙した責任がある
筈ですので、最後まで放り出すことなく責任を持っ
て担ぎ通して頂きたいと思います。
重ね重ねではありますが、今後とも皆様のご理
解ご協力を宜しくお願い致します。

幹事報告

小栁 智裕 幹事

①皆様、明けましておめでとうございます。
②新年の初めの第一例会となります。山崎会長よ
り「年頭にあたって」ということで卓話を頂きま
す。
③1月16日PM６：３０よりオークラフロンティアホテル
海老名で4クラブ合同例会と賀詞交換会があり
ますので、お間違えのないように多数のご参加
お願いいたします。
④例会終了後に1月度定例理事会を開催いたしま
す。理事の皆様、関係の方につきましては、宜し
くお願い致します。

委 員 会 報 告
お祝いの方々
親睦活動委員会
会員誕生日
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中島 康次郎 委員

梅田 秀雄 君
長野 俊八 君
北島 照介 君

1月19日
1月21日
1月21日

配偶者誕生日 橋本 絵里奈 夫人
小栁 恵美子 夫人
長谷川 真起子 夫人
結婚記念日
伊藤 英夫 君
創業記念日
古木 勝治 君
伊藤 英夫 君
入会記念日
鈴木 洋子 君
富澤 克司 君

スマイルボックス

1月11日
1月12日
1月20日
1月17日
1月16日
1月17日
1月8日
1月12日

青柳 文四郎

委員長

本日 \24,000

累計 \413,900

豆島」瀬戸内でゆるりして来ました。
小栁 智裕 君
妻の誕生日お祝いいただきまして、ありがとう
ございます。
古郡 清 君
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い致します。
高橋 清 君
明けましておめでとうございます。山崎会長、
小栁幹事、あと半年の活躍をご期待しております。
米山奨学委員会一同
皆様、明けましておめでとうございます。本日
より後期がスタートしましたが、米山に対するご理
解とご協力を宜しくお願い致します。
梅田 秀雄 君
誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。こ
の19日に71歳になります。歳のせいでしょうか、
忘れ物が多くなりました。
ＳＡＡ 中島 康次郎 君
新年は、席順を誕生日順にさせて頂きました。
正面向かって右が7月生まれでございます。今後
とも宜しくお願い致します。
橋本 日吉 君
皆様、新春のお喜びを申し上げます。今年も宜
しくお願い致します。
番 桂柳 君
新年おめでとうございます。生来の筆不精と
老化のため、全てへの年賀状は書きませんでした。
お詫びします。
松崎 正実 君
明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願い致します。石川健次さん、オートリーの春日
ばりのピンクのチョッキ、よくお似合いですよ。
青柳 文四郎 君
明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願い致します。

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事

皆様、新年明けましておめでとうございます。
楽しい、良いお正月を過ごされましたでしょうか？
さて、今日から折り返しの6ヶ月間です。改めまし
て会員皆様お一人お一人のご協力お力添えの
ほど宜しくお願いいたします。
郡司 守 君、北砂 明彦 君、長谷川 清 君
新年明けましておめでとうございます。山崎会
長、小栁幹事、やっと折り返し地点ですね。残り半
分、宜しくお願いします。
藤塚 勝明 君
明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願い致します。
後藤 定毅 君
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願
い致します。山崎小栁丸への半期の感謝と、これ
からの半期に期待してスマイル致します。
岸 幸博 君
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い致します。
池澤 利男 君
新年明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願い致します。
長谷川 清 君
家内の誕生日をお祝い下さって、ありがとうご
ざいます。今、風邪のため家で倒れています。
横澤 創 君
皆様、おめでとうございます。たちの悪い風邪
が流行っているようです。私も正月は文字通り寝
正月でした。お気をつけ下さい。
橋本 吉宣 君
新年明けましておめでとうございます。家内の
誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。
藤田 方巳 君
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い申し上げます。「海はしる 風の速さよ 小
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