
２０１５年１月２８日　第２１８４回例会　VOL. ４６　No. ２８

■司　　会　副 SAA　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

■本日の欠席者
松本

■ゲスト　　　　　
島田　彩子殿（国際親善奨学生）

■会長報告
１）１月 24 日「この指とまれ」の企画で、た

かあし蟹を食べに行ってきました。始めて食

べましたが、普段食べる蟹とは異なり、もちっ

とした感じで濃厚な味わいでした。たらば蟹

や、まぐろのかま焼きもでて、豪華な食事を

堪能させていただきました。お世話いただい

た松本さん、ありがとうございました。

２）２月３日は節分です。節分は季節の分か

れめの意味で、元々は、立春、立夏、立秋、

立冬のそれぞれの前の日をさしていました。

節分が特に立春の前日をさすようになったの

は、冬から春になる立春を、１年の始まりとし、
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

現在の大晦日と同じように考えられていたか

らです。立春の前の日に、豆をまく行事は、「追

儺（ついな）」という中国から伝わった風習か

らきているそうです。

　「追儺」の行事は、「鬼やらい」「鬼走り」「厄

払い」「厄おとし」等と呼ばれ、疫病などをも

たらす悪い鬼を追い払う行事で、706 年文部

天皇の時に始めて宮中で行われました。豆ま

きには、炒った大豆が使われますが、豆まき

後の掃除が楽なことや、まいた後の豆を食べ

られることから、落花生を使う地方もあるそ

うです。節分に巻き寿司を食べる風習は、大

阪の船場で行われていた風習を、大阪海苔問

屋協同組合が道頓堀で行った巻き寿司かぶり

の PR のイベントが全国に広がったとのことで

す。福を巻き込むという意味と、縁を切らな

いという意味が込められ、恵方（えほう）に

向かって巻き寿司を丸かぶりするようになっ

たそうです。

３）先週から情報集会の報告が発表されてお

ります。クラブ改革に関しては、未だ１グルー

プの報告を聞いていない段階ですが、理事役

員会では聞かれなかった、いろいろ具体的解

決策が提案されております。皆様がクラブの

ためを思い、真剣に討議された結果として、

本日の出席数       29 名会  員  数 　 　 　 34 名

本日の出席率　96.67％ 修正出席率    　96.55％



– 2 –

真摯に受けとめ、参考にさせていただきます。

　他方、もう１つのテーマである会員増強に

関しては、現時点では具体的候補者の名前は

挙がっておりませんでした。現実にこのグルー

プにノルマを課す方法により会員を増やして

いるクラブが当地区にあると聞き、テーマと

に選択させていただきました。本年度は、会

員全員が会員増強委員となっております。３

月の体験例会のことも見すえて、残る期間で

４名の新会員がでることを期待するものであ

ります。

■幹事報告
１）例会臨時変更のおしらせ

○新横浜ロータリークラブ

日時　２月 20 日㈮→ 18 日㈬

場所　職場訪問　日産追浜自動車工場

　　　懇親会　　新横浜国際ホテル　

　　　　　　　　コンカフェ　

日時　２月 27 日㈮→ 25 日㈬

　　　第４・５グループ IM

場所　サルビアホール（横浜市鶴見区）　

○横浜たまロータリークラブ

日時　２月 24 日㈫→ 25 日㈬

　　　第４・５グループ IM

○横浜緑ロータリークラブ

日時　２月 11 日㈬休会

日時　２月 25 日㈬移動例会

　　　第４・５グループ IM　

○横浜旭ロータリークラブ
日時　２月 11 日㈬祝日休会
日時　２月 25 日㈬→第４・５グループ IM
　　　　点鐘 13 時 30 分
場所　サルビアホール
■災害復興支援委員会　　　　　安藤　公一

　チャリティーコンサートの募金額が確定し

ましたので、お知らせします。126,949 円。

　昨年より１万円以上多く集まりました。御

協力有難うございました。

■島田彩子さん　近況報告　　　　　　   　
　ご無沙汰しております。旭 RC からフィンラ

ンドに留学をした島田彩子です。今回は家族

の都合で急な一時帰国となり、こうしてクラ

ブにも本日突然の飛び入り参加となりました

が、こうして一年ぶりに皆様にお会いできて、

とても嬉しく思っています。

　私の近況といたしましては、親善奨学生と

して教育学を学んだ大学院を、去年（2014 年）

の９月に卒業いたしました。研究内容は、アー

トを通した教育で、多様な価値観を許容でき

る青少年を育てる、というものです。まだこ

のテーマを実用可能な教育プログラムにする

までにはいくつか課題が残っており、そのた

めにこのままフィンランドで博士課程に進ん

で研究を続けることになりました。

　この２年間、日本から離れたことで、日本

について新たに気づかされることがありまし

た。

　それはロータリーも目指している平和な世

界に向けて、日本がこれまでも、これからも、

大切な役割を担えるということです。

　例えばフィンランドでは、インドネシア人

の友人ができました。彼らは私が「日本人」

であるだけで、とても好意的に接してくれま

す。はじめはそれが不思議で理解できません

でした。しかし聞いてみると、日本のジャイ

カがインドネシア中で、水道や道路などのイ

ンフラ整備に貢献しているそうです。

　また紛争の象徴となっているパレスチナか

らの人々とも知り合いました。彼らもまた、

日本人にとても友好的なのです。そして、日

本はパレスチナに多大な経済支援をしている

こと、西欧と中東の間で公平な立場を取って
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いることを教えてくれました。今、人質事件

によって正に日本の「公平さ」が問われてい

ますが、これこそ、日本が平和に向けてリー

ダーシップを取る鍵になるのではと考えさせ

られました。

　私は今後ロータリーの学友として、様々な

文化が衝突している世界で、多様な価値観の

許容を目指すアート教育プログラムの開発を

通し、ロータリアンの皆様のように、より良

い社会づくりに貢献したいです。

■情報集会報告
B グループ　　　　　　　　  　　 北澤　正浩

「当クラブがとるべき財政改革について」

１）今とるべき財政改革について

　現事務所の賃貸借契約の解除と会費の値上

げが案として挙がっていますが、現状の逼迫

した財政状況を考えると同時に行う必要があ

ると思います。

　事務所については会議等で昔に比べあまり

使用されず必要とされる度合いも少なくなっ

ていることもあり、財政が逼迫している現状

では解約もやむなしと考えます。

　解約によって現状復旧の費用負担が発生し

ますので、家賃分の予算を費用にあてる必要

もあり、すぐに経費削減には繋がりませんが、

将来への財政負担軽減と考えるならば早急な

解約が必要と思います。

　また、今までさまざまな経費削減の努力を

してきましたが、それでも予算不足すること

が予想されるので会費の値上げも行うべきで

す。値上げについてはいきなり高く上げるの

ではなく、不足分の予算を明確にし、議論し、

金額を決めることが必要と思います。

２）将来のための検討課題について

　例会で食事をとる必要については、メー

キャップに来て頂くお客様へ失礼がないよう

に用意すべきですし、現在の会場を確保する

為には６万円分の食事が必要とされるので食

事を無くすことには無理があると思います。

　また、例会での食事を楽しみにしている方

も多く、ロータリアン同士食事をとりながら

語らうことは交流の場で必要なことと思いま

す。

「今年度の会員増強について」

　情報集会グループで入会候補者の名前をあ

げることとなっていますが残念ながら当グ

ループでは具体的な名前はあがりませんでし

た。

　しかし近い将来入会していただく為に継続

して勧誘している方もいますので、会員増強

への努力は続けて参ります。

D グループ　　　　　　　　　　 鈴木　茂之

日時　１月 13 日㈫

参加者　関口、二宮、内田、青木、

　　　　福村、鈴木 (会員敬称略 )

１）当クラブが取るべき財政改革について

①現状の財政について認識すると

　本会計の赤字をニコニコの活動費で補填し

ているということで、現状好ましくない、改

めるべきである。

②取り組んでいる対策

　会員の増強～現状では難しい。

　　　　　　　即効性がない。

以上をふまえて

会費値上げ～具体的な経費削減を合わせた対

策としていく。

経費削減項目案

・事務所移転

・委員会の統合

・週報の一部削減

・地区大会への上納金額の改善

２）将来のための検討課題

・相互会員の懇親について

　現在、懇親（会員のコミュニケーション）

を深める意義は大いにあると理解しています

が、会計上、本会計にしめる負担が 27％と大

きいことは、改善内容として検討するのも案。

たとえば、食事抜きの例会も選択肢になると

考える。

・今年度の会員増強について

　青木会員、候補者推薦１名、今後の会員獲

得へ向けた広報活動の具体策を継続審議。
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■５分間情報
「四つのテストの由来について」　　

　　　　ロータリー情報委員会　関口　友宏

　ロータリーには目的（旧綱領）に基づいた

四つのテストがあります。

　今から 80 年以上前に起きた史上最大規模の

世界恐慌のさなか、一人のロータリアンが４

項目から簡明な倫理指針を考案しました。こ

の指針は、窮地にあった彼の会社を救うのに

役立ったのです。この指針が表現していた内

容や心情はまた、他の多くの人達に対しても、

倫理的羅針盤を提供することになりました。

　やがて、国際ロータリーによって採用され、

広く知れ渡ることになったこの四つのテスト

は、今日では、ロータリーの基本理念の一つ

となっています。今世紀におけるロータリー

の最も素晴らしい声明と言っても良いでしょ

う。

　四つのテストの創案者であるハーバート

J. テーラーは、やり手のセールスマンで人の

上に立つ行動的で信仰心が厚く、道義を重ん

じる人物でした。1893 年に米国ミシガン州に

生まれ、苦学の末、大学を卒業しました。石

油会社に勤務した後、保険・不動産・石油リー

スの仲介業を始め、シカゴロータリークラブ

の会員になりました。

　成功を収めた彼は、倒産寸前状態にあった

シカゴのクラブ・アルミニュウム社の再建を

依頼されました。調理器具メーカーの同社は、

総資産を 40 万ドルも上回る負債を抱え、倒産

の瀬戸際にありました。同社を立て直し、大

恐慌下の沈滞ムードを払拭する手段として、

社員達に倫理的価値観の目安となる倫理訓を

作りました。最初、100 語からなる文章をし

たためましたが、これは長過ぎると判断し、

七つの項目にまとめました。四つのテストは

当初、七つのテストだったのです。

　しかし、これでも長いと考えた彼は、それ

を自問形式の４項目にまとめ上げ、それが今

日の四つのテストとなったのです。

　徐々に同社のあらゆる面における指針とな

り、ディーラーや顧客、そして従業員の間に、

同社に対する信頼と好意が生まれることにな

りました。四つのテストは、やがてクラブ・

アルミニュム社に対する信望が高まり、財政

の改善に寄与することとなったのです。

　総ての負債は完済され、その後の 15 年間で

は、株主に対して 100 万ドル以上もの配当が

支払われました。現代社会では、あまりに理

想的すぎて実社会には向かないと、お考えで

すか。四つのテストは、ビジネスという厳しく、

変転極まりない世界で生まれ、経済界が経験

した最も過酷な時代の中で、厳密な経験を経

てきたのです。それは、実業界という競争の

場で生き残ってきたものなのです。

　真実かどうか。

　みんなに公平か。

　好意と友情を深めるか。

　みんなの為になるかどうか。

　四つのテストは、100 か国以上の言語に翻

訳されています。

■ニコニコ Box( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／①島田彩子さん、お久しぶりで

す。留学の成果をお聞きするのを楽しみにし

ています。②兵藤さん、楽しい卓話を期待し

ます。

漆原恵利子／①島田さん、ようこそいらっしゃ

いました。②兵藤さん、卓話楽しみです。

鈴木　茂之／①島田さん、ようこそいらっしゃ

いました。②兵藤さん、卓話楽しみにしてい

ます。

桜田　裕子／ 24 日に生まれてはじめて「たか

あしガニ」をいただきました。大きくて味も

濃く感動しました。松本さん、有難うござい

ました。25には初場所千秋楽を見て来ました。

太田さん、青木さん、切符を取って下さって

有難うございました。青木さん、ちょっと飲

みすぎで心配しましたよ。（旭 RC の美女３人

に囲まれてうれしかったのかな ?）

佐藤　真吾／①国際親善奨学生、島田彩子さ

んようこそ。②兵藤さんの卓話楽しみです。

田川　富男／兵藤さん、卓話楽しみです。皆
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で「うめくさ」を作りましょう。

杉山　雅彦／兵藤会員、卓話楽しみにしてお

ります。気温の差がある日が続きますが、皆

様体調管理は充分なさって下さい。

岡田　清七／兵藤会員、卓話楽しみに聞かせ

ていただきます。クラブ例会 3/25 迄暫く休ま

せていただきます。

青木　邦弘／①兵藤さん、卓話楽しみです。

②書き損じのはがき、回収しています。来週

締切ですので、宜しくお願いします。

二宮麻理子／兵藤先生、本日の卓話楽しみに

しています。

後藤　英則／兵藤会員、今日の卓話は何かな、

楽し味です。

市川　慎二／①兵藤先生、いつも楽しい卓話

有り難うございます。本日の楽しみです。②

島田さん、ようこそ。

太田　勝典／兵藤さん、卓話楽しみです。

二宮　　登／兵藤さん、今日の卓話楽しみに

しています。

安藤　公一／①兵藤さんの卓話楽しみです。

②島田さん、お帰りなさい、博士課程の研究、

頑張って下さい。

倉本　宏昭／①島田さん、お帰りなさい。元

気そうで安心しました。まだまだ寒いでしょ

うから引き続き健康に留意して下さい。②兵

藤会員の卓話楽しみです。

安藤　達雄／兵藤さん、本日はよろしくお願

い致します。

太田　幸治／横綱白鵬の 33 回の優勝を祝っ

て。ニコニコに協力します。

■卓話「高梨さんのこと」       兵藤　哲夫

　高梨さんが来てくれる。やっと会える。

　前日から心が踊った。あれもこれも聞いて

みよう。

　当日の朝、体調がすぐれず出席できないと

一報が入った。期待していただけに、目の前

が真っ白になった。昨日まで暖かかったのに、

今日は朝から冷たい風が吹きまくっている。

おんとし 83 歳。「お大事に」の言葉がやっと

でした。

　年を重ねるという事はこういう事だと私も

老境、心構えている。又の機会にお願いします。

桜が咲く頃なら来てくれるでしょう。

　そして私は思い出した。高梨さんのお父さ

んのことでした。中沢町にお住いになって、

シェパード犬を飼っていました。そのシェパー

ドはフィラリアという病気に患っていました。

蚊に刺され心臓に大きな虫が寄生し重篤な症

状でした。あまり良くない事を告げると、い

たく悲しみの表情を浮かべていたことが、今

でも印象に残っています。

　そしてもうひとつ、お父さん芳郎さんの告

別式でした。四季見台の奉斉殿で皆さんにお

知らせせずに行ったことです。

　私は偶然前を通りかかり、看板でそのこと

を知りました。中ではお父さんの好きだった

曲が流れていました。暖かさが伝わってきま

した。それを見た時、この家族の原点を見た

ような気持ちになりました。実直で、そして

驕らず、まじめなその振る舞いはとても勉強

になりました。

　高梨さんにはいくつもの質問を用意してい

ました。当日は前列でインタビュー形式で座っ

て行うつもりでいました。不発に終わってし

まいましたが、用意した内容をご披露したい

と思います。

①牧場をしたきっかけは。

　いつ、誰が始められたのですか。

②何故、それが横須賀だったのですか。

③横須賀のミルクプラントの大火事のことを

　教えて下さい。
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④横須賀から横浜、それも本宿を選んだ理由

　はどうしてですか。

⑤バラ園がありますが、誰の発想でしたか。

⑥会社発展に学校給食が大きくかかわったと

　聞きましたが、どういうことですか。

⑦奥様は元気でおられますか。

　連れ添った感想を教えて下さい。

⑧アメリカに行った時、機内にタカナシ牛乳

　がありまして、びっくりしました。

　誰が営業するのですか。

⑨合わせて、ハーゲンダッツとの出逢いもお

　願いします。

⑩高梨さんは今頃何をなさっているのですか。

　会社の出勤はあるのですか。

⑪横浜の商工会議所の会頭になられましたが、

　あの時のこと、どんな思いでしたか。

⑫ロータリークラブのエピソード、思い出、　

　何でも聞かせてください。

　ロータリークラブの将来、どうすれば取り

　戻せますか。

⑬ TPP は日本の生産にどんな影響をもたらし

　ますか。

⑭日本の将来について一言。

⑮最後に、旭ジャズまつりに大変貢献されて

　おられます高梨さん、北澤通正さんは、私

　たちロータリークラブの誇りです。

　今後ともよろしくお願いします。

　ジャスまつりの感想を一言。

　等々、時間の許す限り、こんな質問をしよ

うと思っていました。又の機会に是非お伺い

いたいと思っております。その節はよろしく

お願いいたします。

■クラブ定款修正個所
（現状）

第３条　クラブの所在地域（１つを選択する）

本クラブの所在地域は、次の通りとする。

〒 241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川１-２後藤ビル２F

（現状）

第３条　クラブの所在地域

本クラブの所在地域は、次の通りとする。

神奈川県横浜市旭区

（現状）

第 19 条改正

第１節 - 改正の方法。本条第２節に規定され

ている場合を除き、本定款は、規定審議会に

よってのみ改正できる。その方式については、

RI 細則の改正について同細則で定めているも

のと同じとする。

（現状）

第 19 条改正

第１節 - 改正の方法。本条第２節に規定され

ている場合を除き、本定款は、規定審議会に

よってのみ改正できる。その方式については、

RI 細則の改正について同細則で定めているも

のと同じとする。

（第 19 条第２節箇所追加修正）

第 19 条改正

第１節改正の方法。本条第２節に規定されて

いる場合を除き、本定款は、規定審議会によっ

てのみ改正できる。その方式については、RI

細則の改正について同細則で定めているもの

と同じとする。

第２節 - 第２条と第３条の改正。定款の第２

条（名称）および第３条（クラブの所在地域）は、

定足数を満たした数の会員が出席した本クラ

ブの例会においていつでも、出席している全

投票会員の最低３分の２の賛成投票によって、

改正することができる。

　ただし、当該改正案の通告が、これを議す

る例会の少なくとも 10 日前に、各会員および

ガバナーに郵送されなければならない。そし

てさらに、かかる改正は、RI 理事会に提出し

てその承認を求めなければならない。その承

認があって初めてその改正は効力を発するも

のとする。ガバナーは、提出された改正案に

関して、RI 理事会に意見を提供することがで

きる。

■次週の卓話
　2/11 ㈬　　　休会
　2/18 ㈬　　　北澤　正浩会員　　　　　　 

　　　　      　　　週報担当　杉山　雅彦


