
■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　二宮麻理子

■出席報告

　 
■本日の欠席者
なし

■他クラブ出席者
青木、斎藤、内田、兵藤（横浜鶴峰 RC）

■ビジター
齋藤　清紀様 (横浜緑 RC)

■ 12 月誕生記念祝

後藤　英則会員　　　　12.1

五十嵐　正会員　　　　12.20

関口　友宏会員　　　　12.10

２０１３年１２月４日　第２１２９回例会　VOL. ４５　No. ２１

本日の出席率　100％

本日の出席数    28 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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■会長報告
　今年も残すところあと１ヶ月となりました。

このところ穏やかな天気が続いておりますが、

空気は乾燥していますので、くれぐれも火の

元とご健康に留意され元気にお過ごし頂きた

いと思っております。

　今日は、年次総会です。来年度の理事を決

定する大事な総会ですので皆様ご協力の程、

宜しくお願い致します。

　12 月１日に行われた大学ラグビー対抗戦の

早明戦に当クラブより総勢 10 名がご観戦頂き

ました。ご観戦頂いた皆様のお蔭もあり、近

年にない大観衆 46,900 名余りもの方々が国立

競技場にお見えになり、試合の方も戦前の予

想を覆す明治大学の頑張り、特に厳しいタッ

クルで早稲田を苦しめ緊迫感のある良いゲー

ムとなりました。最終的には 15-3 で早稲田が

勝ちましたが、大観衆に恥じないゲームとな

り、負けた明治大学 OB も納得のゲームだっ

たと仰っておられました。このゲームを経験

したことで、早明両校の選手はさらにステッ

プアップできたものと思います。ライバルの

存在がお互いを高めることは間違いのないと

ころだと確信致しました。両校校歌斉唱の際

には観客の皆様もご参加頂き、近年では感

じたことのない大音量での校歌に感動しまし

た。また試合終了後の静寂の中でのユーミン

のノーサイドにも心を震わされました。試合

後に録画を見ましたが、試合前の明治の校歌
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の際には、明治の選手が涙しており、かなり

気合が入っていたことを確認できました。ま

た、ユーミンの歌の際には早稲田の垣永主将

も涙を流していました。観客動員に尽力した

試合にでれない４年生を思って、そして昨年

スクラムで負けた借りを返すことができた涙

だったと聞いています。今回は特に観客の応

援が選手の後押しをするということを実感し

た次第です。今週より大学選手権が毎週行わ

れ、来年１月２日に準決勝、１月 12 日に決勝

が行われます。いずれも NHK にて放送があり

ますので、皆さん応援お願いします。

　本日は、後藤さんから卓話をいただけます。

とても楽しみです。宜しくお願い致します。

○地区関係

１）先週お願いしました R 財団のポリオ撲滅

運動への特別寄付各人 5,000 円、皆様のご協

力ありがとうございました。

２）12月 7日㈯に交換留学生オリエンテーショ

ン並びに X’MAS が開催されます。青木さん、

後藤さんがご参加頂けることになっています。

宜しくお願いします。

３）R 財団奨学生関連オリエンテーションが

12 月７日 13:30 より開催されますので、私が

参加して参ります。高橋さんは当日ご都合悪

いとのことゆえ別日程で説明を受けることに

なりました。

○クラブ関係

１）12 月 14 日㈯は、クリスマス移動例会と

なります。その為、12 月 11 日㈬の当例会場

での例会はありません。たまたまその 11 日に

岩沼 RC が被災地の幼稚園の児童達にプレゼン

トを配るので、当クラブよりも関口さん、千

葉さん、新川さんと私が参加し、一緒にプレ

ゼントを配ってくる予定です。

２）国際親善奨学生としてフィンランド留学

中の島田彩子さんとの調整が付き、25 日の例

会時にご報告頂けることになりました。卓話

をご用意頂いていた斉藤善孝さん、またプロ

グラム委員長の増田さん突然のお願いにも関

わらず、ご調整頂きありがとうございました。

３）旭 RC 単独ゴルフコンペは 12 月 10 日大厚

木 CC で開催予定です。

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラブ

日時　12 月 13 日㈮→ 14 日㈯　点鐘 18:30

　　　クリスマス家族例会

場所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

日時　12 月 20 日㈮　移動例会　点鐘 12:30

場所　田舎路

日時　12 月 27 日㈮、１月３日㈮休会

日時　１月 31 日㈮８クラブ合同例会

　　　点鐘 18:30

場所　新横浜国際ホテル南館２F

＊尚、都合により 1/10 ㈮、17 日㈮、24 日㈮

の例会は eモール２F会議室にて行います。

(点鐘 12:30)

○神奈川東ロータリークラブ

日時　12 月 20 日㈮→ 23 日㈪年忘れ家族会

日時　12 月 27 日㈮、１月３日㈮休会

日時　１月 31 日㈮→ 27 日㈪

　　　神奈川・神奈川東 RC 合同賀詞交歓会

○横浜田園ロータリークラブ

日時　12 月 24 日㈫クリスマス例会

　　　点鐘 18:30

場所　青葉台フォーラム

日時　12 月 31 日㈫休会

日時　１月７日㈫新年夜間例会

　　　点鐘 18:30

場所　青葉台フォーラム

日時　１月 28 日㈫→ 31 日㈮

　　　８クラブ合同例会

場所　新横浜国際ホテル

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　12 月 24 日㈫→夜間移動例会

　　　例会後クリスマス会　点鐘 17:30

場所　天王町モンテファーレ

日時　12 月 31 日㈫、１月 14 ㈫休会

＊新年 1/7 ㈫は通常例会です。

■第 30 回 RYLA 開催要綱　　　　齋藤　清紀

国際ロータリー第 2590 地区開催趣旨

　2011 年の東日本大震災と原発事故以来、私

たちは周期的に発生する大災害から逃れられ

ないという現実を目の当たりにしました。そ

して、防災と災害対策にこれまで以上に取り

組んでいかなければならないことが明白にな

りました。こうした状況の中、ロータリーの

プログラムを通じて、何ができるのか、何を

すべきなのかを考えることは非常に重要であ

るのみならず、ロータリアンの使命でもあり

ます。ガバナーメッセージにも謳われた「行

動を主体とした奉仕を推進する」ために、避

難所生活を体験し、非常時にも対応できる次

世代のリーダーを養成することを目的とし、



　
　

　
　

　
　

　　　　
　そこで会員増強委員会に若手を集めて若手

会員にとっての魅力ある活動について意見を

聞いて欲しい。

○第３グループ　　　　　　　　漆原恵利子

出席者 (敬称略）

太田、市川、北澤、佐藤、二宮 ( 麻 )、漆原

欠席　吉野

１)テーマ　我がクラブの今後の奉仕活動

・現在行っている旭高校への出張講義や中学

生の職業体験の受け入れなどは、多職種が集

まっているロータリーだからこそ出来る奉仕

活動と言えると思う。昨年は旭稜高校にも出

向いたが、彼らの話を聞く姿勢にやや差を感

じた。後日、町で偶然に旭稜高校で話を聞い

た生徒だと声をかけられ嬉しく、しっかり聞

いていた生徒がいたと実感した。意義ある活

動だと思う。今後も継続事業として位置づけ

ていければよいと思う。

・継続事業と単年度事業の区別をし、継続事

業を中断するときは、事業の成り立ちや歴史

を振り返ると共に、委員会一任ではなく理事

会等において会長、幹事を交えて十分な論議

の上、決定に至ることが必要と思われる。

・クラブ全体の活動とは別に、会員個人が行っ

ている奉仕活動があるのでは。そうした活動

をロータリーとしてバックアップするという

のも一案。例として、福村会員が指導してい

る剣友会に旭ロータリーのネーム入りの応援

の垂れ幕を贈呈する等。

・青少年を対象とした奉仕活動が多いと感じ

る。インターアクトや青少年委員会の存在の

影響とも言えるが、お年寄りや新米ママの子

育て支援といった分野にも目を向け、対象を

幅広くとらえると、活動に多様性と柔軟性が

増すのでは。

・因みに、商大高校インターアクトの活動実

態を検証すべきでは

２）テーマ　会員増強

・家庭の主婦も入会可能となったが、時間的、

費用的に勧誘は困難と思われる。

・会員の種類を正会員、准会員とに分けるこ

とによってある種の効果が見込めるかも。

・鶴峰クラブの解散について、元々親クラブ

である我々はもっと関わりを持ち、解散に伴

う会員に対して積極的に勧誘に取り組むべき。

そのために旭クラブ全員が鶴峰からの会員の

入会をこころから歓迎するという意思を表明

し会長の命の下にアクションを興すべきだ。
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ロータリー青少年指導者養成セミナー（RYLA）

を開催します。 

テーマ　『 災害時のリーダーシップ 』 

日程　2014 年 2 月 15 日㈯～ 16 日㈰１泊２日

開催地

県立 YMCA 三浦ふれあいの村

参加者

18 歳 ( 高校生を除く )～ 30 歳までの青少年

参加費一人当たり 10,000 円（推薦クラブ負担） 

申込先 　川崎大師ロータリークラブ事務局

■ロータリー財団委員会　　　　  新川　　尚

　R 財団年次基金 12,000 円、ポリオ 5,000 円

次回例会迄にご協力を宜しくお願い致します。

■情報集会報告　　　　　　　　
○第１グループ　　　　　　　　 増田嘉一郎

日時　11 月 28 ㈭午後７時～

出席者 (敬称略 )　

田川、岡田、今野、関口、綿貫　増田

１)テーマ　我がクラブの今後の奉仕活動

今年度下期以降の奉仕活動ということで検討

・費用がかからない活動となる

・五大奉仕の中では社会奉仕となろう

・会員増強に結びつくものとしたい

　社会奉仕委員会が行っている現在の区民祭

りへの参加を、岩沼 RC への支援とは切り離し、

会員増強のために、RC の広報活動として実施

したらどうか。現在の岩沼の災害支援活動は

会員が自己の事業所での活動としたらどうか。

２）テーマ　会員増強

　会員各自が増強への意識をもつことが大事

である。若手経営者 (50 代まで ) にとって魅

力のある活動を行っていく必要がある。それ

が若手会員が友人に入会を勧める理由となる。

しかし各論となると、第１グループの出席者

はほとんど高齢者ばかりであり、若手会員に

とっての魅力ある活動というものに関し、具

体案としては ｢ 毎年１回の海外親睦旅行 ｣ 位

しか思いつかなかった。
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■ニコニコ box( 会員敬称略 )

齋藤清紀殿 ( 地区ライラ委員会 ) ／地区 RYLA

委員会のキャラバンで、伺いました。宜しく

お願い致します。

安藤　公一／①横浜緑 RC の斉藤様ようこそ。

②後藤さん卓話宜しくお願いします。③ 12/1

ラグビー早明戦、お陰様で 47,000 人の観客の

中、早稲田が 15-3 で勝ちました！

福村　　正／①北澤さん、先日は屋根の修理

でお世話になりました。うるさい愚妻もぐう

の音も出ずの出来栄えでした。②横浜緑 RC の

齋藤様をお迎えして。

後藤　英則／誕生祝いを頂きありがとうござ

います。65 歳になりましたので、本日の卓話

は真面目にやります！

関口　友宏／①元ガバナー補佐の斉藤さん、

ようこそ。②誕生祝いを頂きありがとうござ

います。

五十嵐　正／①安藤会長、先日の早明ラグビー

ではお世話になりました。久しぶりに学生時

代を思い出し校歌を歌いました②本日は、誕

生祝いを有難うございました。

安藤　達雄／①田川さん、ふたえ交通の野球

部近隣の実業団優勝おめでとうございます。

②後藤さん卓話よろしくお願いします。

岡田　清七／ 11 月 30 日、孫の結婚式。孫と

して 2 人目ですがこれまで健康でいられたこ

とに感謝して。

吉原　則光／とうとう師走になってしまいま

した。気ぜわしい月ですが例会は落ち着いて

出席します。後藤さんの卓話大変楽しみです。

ユーモラスなお話を期待しております。

矢田　昭一／話上手の後藤さん、卓話楽しみ

にしています。

太田　勝典／①緑 RC 齋藤さん、ようこそ。②

後藤さん、卓話楽しみです。

増田嘉一郎／後藤さん、卓話を楽しみにして

います。

佐藤　真吾／①地区 RYLA 委員会齋藤様、よう

こそ。②後藤さん卓話楽しみです。③皆出席

祝いをいただき有り難うございました。

内田　　敏／後藤さん本日の卓話楽しみです。

青木　邦弘／①早明戦に行きました。安藤会

長ありがとうございました。いい戦いでした。

②後藤さん楽しい卓話を期待しています。

田川　富男／①後藤さんロータリー卓話よろ

しくお願い致します。②二重交通がハイタリー

グ (野球 )でリーグ優勝させて頂きました。

齋藤　善孝／後藤さん、卓話楽しみです。

■卓話　ロータリーに入会して　後藤　英則

　平成２年７月 17 日に　心臓が飛び出るほど

に胸が高鳴るのを押さえて　「レストラン武蔵

野」で入会式を迎えました。もう 23 年も前の

ことです。スポンサーは、太田会員、協進不

動産社長故土屋会員だと記憶してます。まだ

41 歳でした。

　入会時は父親から受け継いだクリーニング

店と友人と共同で設立した派遣業との掛け持

ちでしたが、息子も成人しクリーニング業の

後を継ぐということで、少し時間が取れるよ

うになってから、毎週３日は六本木俳優座の

すぐ隣に在った派遣業の事務所へ出勤。帰宅

はほぼ深夜。決して、麻布や六本木で飲み歩

いてたわけではありません。　

　二つの仕事を掛け持ちしてた丁度その頃で

す。二俣川生まれで、二俣川幼稚園、二俣川

小学校、万騎が原中学校と正しく二俣川のエ

リートコースをまっしぐらに突き進んでいた

私に魔の手が伸びてきました。

　「一週間に一度水曜日にむさし野へお昼ご飯

を食べに来るだけでいいよ。」　そんな甘い言

葉に騙されました。太田会員と土屋会員です。

ロータリークラブと言う名前は知っていまし

たが、年寄りの金持ちの集まりで何をしてる

かなんて見当もつきませんでした。ただ、地

元の先輩二人に「ごっちゃん、勉強になるか

ら入ったほうが良いよ」と言われ、ずるずる

と引き込まれました。　

　毎週水曜日、何が何だか分からないまま、

お昼を食べに武蔵野へ。所属委員会は親睦と

出席、新会員の常道です。その頃は、例会以

外に委員会が度々開催されてました。夜間で

すから、当然アルコールも入り、ロータリー

以外の世間話から、諸先輩の仕事に対する考
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え、男だけの話、委員会の話はいつしかそっ

ちのけになり、ワイワイやってました。

　時には所属してない委員会からも「勉強に

なるからと…」と声がかかり、夜間の委員会？

に出席、活発に委員会が開かれ、各委員会は

それぞれに活動してました。そして、夜間の

委員会が終わると、先輩方に連れられ、関内

やら福富町やらと出撃するのがコースで、深

夜まで飲んだり、歌ったり「ごっちゃん勉強

になるから…」の言葉通り大変勉強になりま

した。いま考えるに、会員皆様の平均年齢も

かなり低く、深夜まで飲み歩いていても翌日

は朝からまだまだ働ける年齢でした。　

　会員数も多い時では 60 人を超えていました

ので、活動自体何をやるにも皆さん惜しみな

く協力的でした。そのような活気のある時代

が過ぎ、旭 RC でも徐々に会員数が減少し始め

た頃、R・I 国際ロータリーで会員の減少を食

い止めるべく細則の改定に動き出しました。

　まず例会出席の問題でメーキャップは例会

日の前後１週間から前後 2 週間まで拡大され

ました。にも関わらず会員の減少に歯止めが

きかず、ついには出席免除会員なる。首をか

しげたくなるような細則変更までやってます。

　実に変な話です。私がロータリーに入会し

事あるごとに先輩から教えられたのは、なん

でも良いから例会には出席するようにと言わ

れ、水曜日には例会に出席することが自然と

習慣になってました。今では水曜日の例会は

生活の一部です。入会当初から親睦や SAA の

仕事を任され、例会開始時間よりかなり早め

に会場に行き、ロータリー旗やマイクのセッ

ティング、ニコニコカードの確認等々「ご飯

食べに来るだけで良いから…」とんでもない

です。実にいろいろな事を任され、いや、や

らされました。体育会系ですから、先輩のお

言葉は神のお言葉と心得よ、決して首は横に

振ってはいけないと教えられましたから、言

われた事はすべてこなしてきました。その結

果、今まで所属した委員会は、親睦、SAA が

殆どでいつも人前で喋ってました。入会する

前は、人前で喋ることが得意ではありません

でしたが、ロータリーに入会し 10 年も過ぎた

頃には、皆さんの前で話す事が苦にならなく

なり、話の間合いとか時間配分とか、内容とか、

自分でも上手くなったかなと思えるようにな

りました。これもロータリーに入会したお蔭

だと、私を騙したお二人には感謝してます。

　いずれは、先般、名誉会員になられた商大

高校松本校長のように、しゃれた話ができる

ようロータリーを楽しみながら頑張りたいと

思っています　

　話は少し戻りますが、私のロータリーの入

会式は７月に入って直ぐですからロータリー

新年度になって２週目の例会です。当時会長

の故三浦会員よりロータリーバッジを付けて

いただき、ロータリー手続き要覧等諸々の冊

子をうやうやしく手渡され、ロータリーにつ

いて大変勉強になるから熟読するようにと三

浦会長から言われました。その紙袋に入った

大変ためになる冊子は、パラパラとめくった

だけで陽の目を見ることもなく机の引き出し

に入れっぱなし。その後やっと陽の目を見る

のは　14、5 年経ってから　現在はご病気で

退会されましたが、木村会長のもとで幹事を

仰せつかった時です。木村会長は大変勉強熱

心な方で、例会前には会長報告で発表する内

容について、不明な点やロータリーの手続き

とか、文言を全てお調べになり、手続き要覧

にも付箋を貼り、マーカーでラインを引き、

会員からどのような事を質問されても即答で

きるまでの完璧さでした。その完璧さは例会

のみならず、特に際立ったのは、毎月一回開

かれる理事役員会の時に、いかんなく発揮さ

れました。まさしく頭脳派、論客の会長で、

それに引き替え直感・体育会系の私は、完全

に幹事職に戸惑いを感じる毎例会でして、そ

れでもこれでは幹事として会長にご迷惑を掛

けると、机の引き出しで深い眠りに就いてい

た手続き要覧、ロータリー用語の基礎知識、

計画書記載のクラブ細則等を暇さえあれば読

んでいましたし、それでも分からないことが

有れば木村会長に伺っていました。ただ直感・

体育会系の弱点で学生時代より活字を見ると

眠くなると言うのが特技？でしたから、なか

なかページ数が進まないのが現状でした。そ

れでも、この幹事時代にはカバンの中にいつ

も手続き要覧が入っていて、時あるごとに読

み返しておりました。とても勉強になった事

を覚えています。木村パスト会長に感謝です。

　話は少し飛びますが　ロータリー入会して

数年たつと、殆どの会員の方が退会病に侵さ

れ、うわごとの様に退会…辞めたい…と口走

りますが、はてその理由は何なんだろうと？

　其の頃になると、やっとロータリーが１週

間の生活の中に入り込んで、なんとなくロー
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タリーが分かって、ただお昼ご飯を食べに例

会に来てる時とは違い、皆さんの名前も覚え、

会員との他愛ない会話もできるようになり、

やれ委員長だ、副委員長だと任され始めると、

発病するんですよ、辞めいた病が。

　そして最終的に病に侵されるのは、会長を

務めた翌年度。私もそうでしたが、歴代の会

長を務めた会員の中にも病に侵された方はか

なりの人数いるのではないかと思いますが？

　会長経験者の方どうですかね？会長を経験

すると、いやが応でもロータリーに詳しくな

りますし、地区の行事とか会長幹事会とか、

旭ロータリー以外のロータリアンと接する

機会が増えるんですね　そうなるとますます

ロータリーって…何なんだろう？奉仕って何

なんだろう？何か奉仕活動してるのかな？旭

RC は何の奉仕活動をしてるのかな？職業奉仕

は、社会奉仕は、国際奉仕は、悩んでしまう

んですよ。そうすると、真面目なロータリア

ンは、退会病が発病するんです。かく言う私

も真面目なロータリアンでしたから、発病し

ましたね。　

　この辞めたい病に関しては、会長経験者の

卓話として後日、旭ロータリー一番の論客、

五十嵐会員が説明してくださると思います。

体育会系の後藤では　話がごちゃごちゃに

なってしまい、辞めたい病が蔓延してしまい

そうなので、ここまでとしておきます。

　ただ入会して間がない会員の皆様にお伝え

したいのは、ロータリーは楽しいです。

　「お昼ご飯を食べに来るだけでいいんだよ」

と私を騙した二俣川の先輩に言われた事が

やっと分った様な気がします　

　太田会員、故土屋会員には、公私とも大変

お世話になり、この紙面をお借りして深くお

礼を申し上げます　

「騙してくれて、ありがとうございました。」

■次週の卓話
　千葉会員
　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光


