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○地区関係

１）横浜あざみ RC より

　青少年交換協力金のお願いとして

　3,000 円×会員数

○クラブ関係

１）旭区安全、安心対策協議会

日時　９月 29 日㈮午後１時 30 分～

場所　旭区役所

出席してまいります。

■幹事報告
○第２回会長幹事会報告

日時　９月 21 日㈭

場所　新横浜国際ホテル

　鶴岡ガバナー補佐の議事進行の元、９項目

の議題について討議いたしました。

　湯川ガバナー公式訪問は４クラブが終わり、

残り２クラブとのことです。

　第１回の会議にて提案された第５グループ

６クラブ合同例会、新会員と会長幹事との交

流会は反対クラブ多数の為、中止となりまし

た。地区大会での各グループ発表会では第５

グループは瀬谷 RC の担当です。

■親睦委員会
　10/5 ㈭関内ホールにて行われるチャリ

ティー寄席のチケット、及び川崎ナイト競馬

観戦希望の皆様、10/4 ㈬が締切になりますの

で、宜しくお願い致します。

■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
北澤

■ゲスト
山野　太資様

(自衛隊神奈川地方協力本部長１等海佐 )

藤間　元彰様 (公認会計士、藤間会計事務所 )

■会長報告
　9/23,24 に大学の考古学の同窓会に長野県

上山田温泉に泊まり、小布施に行って来まし

た。連休で大変混んでおりました。中には、

大学卒業後 40 年以上会っていない人もおり、

懐かしい思い出に夜遅くまで時間を忘れて話

し込んでしまいました。

　一昨日は、米山奨学生の沈さんと海老名市

の我が社の現場を見学して、海老名市教育委

員会に話をして、郷土資料館を見学、終了後

また我が社で出土品を７時近くまで見学、そ

の後、二俣川い志井で食事をして別れました。

　又、昨日は血尿が２日間続いたので聖マリ

アンナ横浜市西部病院に診察、何もないとの

事で胸をなでおろしました。

本日の出席数         26 名

本日の出席率    96.30％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    31 名
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・タウンニュースを活用

・チャリコン、区民祭りにちらしの用意

・第５グループにキャラバン隊を派遣

　特に瀬谷、プロバスには案内

・知っている PTA にも案内

・生命保険の先進医療特約を使う重粒子治療

　の患者が多々いるので、生命保険会社を活

　する

〈内容〉

・会員が最後にかかると思われるがん対策の

　ため一度見学する

　特に手術室、重粒子治療室などを移動例会

　として見学会を実施。

・がんに対する予防、明るい希望がもてるが

　ん対策

・2590 地区全体、チャリコン、区民祭りなど

　からアンケートをとり、内容を決めたらと

　の意見もありました。

■５分間情報　　　　　 　　　　増田嘉一郎

「渋沢栄一」

　私に与えられたテーマは、「渋沢栄一」であ

る。徳川幕府の幕臣に始まり、大蔵官僚、実

業家、政治家、社会活動家、教育者とその経

歴を紹介するだけで、５分では足りない。的

を絞らざるを得ない。

　日本のロータリーが発展したのも、江戸時

代から受継がれてきた職業倫理の観念が、ロー

タリーの職業奉仕の理念に一致したことにあ

る言われている。委員長が渋沢栄ーを選んだ

のも、ロータリー職業奉仕の考えを貫いた先

達としての評価からであろうと勝手に考え、

渋沢栄一が語った言葉から、職業奉仕に関す

るものを紹介していく。

１） 私利を追わず公益を図る

　事柄に対し如何せば道理にかなうかをまず

考え、しかしてその道理にかなったやり方を

すれば国家社会の利益となるかを考え、さら

にかくすれば自己のためにもなるかと考える。

そう考えてみたとき、もしそれが自己のため

にならぬが、道理にもかない、国家社会をも

利するというなら、余は断然自己を捨てて、

道理のあるところに従うつもりである。

　これは、渋沢栄ーが生涯に亘って貫いた考

え方である。
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■情報集会報告　　
○第４グループ 　　　　　　　　田川　富男

日時　９月 20 日㈬

場所　い志井

出席者 二宮、二宮、滝澤、新川、兵藤、田川

テーマ

①会員増強について

　当クラブの会員数は 35 ～ 38 名が必要と考

えます。奉仕活動、会費の面からも40人を切っ

た人数で色々な活動が出来ると思います。

　いつまでも岡田会員の好意、協力に甘えて

いる事には問題もあるので、以前の会場同様

の場所や昼食なども増強につながる事になる

との意見も出ました。

②がんセミナーについて

　がんセミナーでは地域に根ざした内容を希

望します。がんセンターは成人病センターと

して地域に浸透した親しみのある病院です。

セミナーの内容は大川委員長に任せる事が一

番でしょうが、負担にならないよう会員の協

力が重要であり、今後も継続するには、５大

奉仕委員会が中心としたセミナーになる必要

があるとの発言もありました。

　最後にこの集会に全員が参加されたことに

感謝致します。

○第１・２グループ 　　　　　　青木　邦弘

日時　９月 22 日㈮

場所　謝朋殿

出席者　青木、安藤、市川、五十嵐、内田、大川、

　　　　太田勝、北澤、倉本、後藤

テーマ

①会員増強について

　ビジターはボード名前を表示し、全員でよ

うこそ！！の握手ニコニコを。

　候補者として３人の名前があがりましたの

で至急対応をお願いしました。ご期待下さい。

②がんセミナーについて

　昨年のがんセミナーはロータリーに相応し

かったので今後も続ける。

・司会者は二宮麻理子さんの妹さんをお願い

　したい。

・実施日は来年３月 24 日㈯を予定

・収容人数は 120 名

〈人集め〉
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２） 道徳経済合一説

　富をなす根源は何かといえば、仁義道徳。

正しい道理の富でなければ、その富は完全に

永続することができぬ。論語 ( 義・倫理 ) と

算盤は両立する。

　倫理と利益の両立を掲げ、経済を発展させ、

利益を独占するものではなく、国全体を豊か

にするために、富は全体に共存するものとし

て社会に還元するということを説いた。

３）利他の精神

　他人を押し倒してひとり利益を獲得するの

と、他人をも利して、ともにその利益を獲得

するのといずれを優れりとするや。

　利己主義と利他主義の優劣である。

４）公に奉ずることを忘れてはならない

　常に愛国忠君の気持ちを厚く持ち、公に奉

ずることを忘れてはならない。

　四字熟語辞典によると、忠君愛国とあり、

戦前の言葉故、「忠君」とは天皇への忠義を意

味するものとなるが、「愛国」 を「忠君」より

前に記していることを評価すベきなのかもし

れない。

５） 社会の恩恵に報いる

　自分が手にする富が増えれば増えるほど、

(それは、)社会の助力を受けているのだから、

その恩恵に報いるため、できる限り社会のた

めに助力しなければならない。

６）社会的意義をもてば楽しんで仕事にあた

れる

　たとえその事業が微々たるものであろうと、

自分の利益が少額であろうと、国家必要の事

業 ( 社会的意義ある事業 ) をと合理的に経営

すれば、心は常に楽しんで、仕事にあたるこ

とができる。

７）事業を起こす

　余はいかなる事業を起こすにあたっても、

(自己の )利益本位に考えることはせぬ。

( 社会にとって ) この事業は起こさねばなら

ず、かの事業は盛んにせねばならずと思えば、

それを起こし、関与し、あるいはその株式を

所有することとする。

８） 慈善事業を趣味にする

　私は他人が掛物 ( 掛け軸 ) とか屏風とかそ

の他の春画骨董に金を出すと同様に、慈善事

業に金を費やすことをもって一種の道楽と思

うている。

９）真の幸福を求める

　大金持ちになるのは悪いことだと考えてい

る。人情としては、誰でも他人よりも多く蓄

積したいと苦心するのが普通であるが、この

多くということに際限がない。極端に考えて、

もし一国の財産をことごとく一人の所有物と

したら、どういう結果をきたすであろう。こ

れこそ国家の最大の不祥事であるまいか。こ

のように際限のない欲望に向かって欲をたく

ましくする者が続出するよりも、むしろ知識

ある、よく働く人を多く出して国家の利益を

計る方が万然の策であると思う。一人が巨額

の財産を築いてもそれが社会万民の利益 ( 筆

者注 : 有意義 ) となるわけでもないし、よう

するに無意義なことになってしまう。無意義

なことに貴重な人間の一生を捧げるというの

はばかばかしい限りで、人間と生まれた以上

は有意義に一生を過ごすべきであろう。実業

家として立とうとするならば、自分の学術知

識を活用に、主義に ( 筆者注 : 社会万民の利

益 ) 忠実に働いて一生を過ごせば、そのほう

がはるかに価値のある人生である。

　目的には、理想 (筆者注 :社会万民の利益 )

が伴わなければならない。その理想を現実に

するのが、人の務めである。

　富貴におごってはならない。貧賤を憂えて

はならない。ただ知識を磨き、徳を高めて、

真の幸福を求めて行く。

　９項は、渋沢栄一のいくつかの言葉を、大

胆に、筆者の解釈で繋げたものである。何故

奉仕をするのかである。渋沢栄一がいうのも、

ロータリークラブがいうのも、それは多分死

を間近にして自分の人生を振り返った時、幸

せな人生だったといえるかであろう。

　ただしかし、私は最近読んだ本に書かれて

いたことが気になる。生業を中心とした地域

協同体が機能していた前近代から戦前にかけ

ては、高階層 ( 上流階級 ) に分に応じた封建

的な役割として、共同体の福祉を推進する責

任を負う「高貴人の義務」があったと記載さ

れていた。ロータリーも、今の時代における

奉仕の要因分析をするべきではないだろうか。
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■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／①山野様、日比野様、本日は卓

話よろしくお願い致します。②藤間様、入会

をよろしくご検討いただけますように。

田川　富男／①自衛隊神奈川地方協力本部長

山野様、所長日比野様、旭ロータリークラブ

にようこそいらっしゃいました。②藤間さん、

ようこそ。歓迎します。

宋　　謹衣／蝉の鳴き声が衰え、徐々に秋の

気配が感じられます。栗、梨、秋刀魚などの

秋の味覚も出回り始める頃です。皆さん、私

と同じく食べ過ぎて体調がくずれないようお

気をつけ下さい。

大川　伸一／①山野様はじめ皆様、本日の卓

話にお越し頂き有難うございます。②藤間さ

ん、ようこそ。ぜひ我々の仲間にお入りいた

だきたいと思います。

市川　慎二／①本日は自衛隊神奈川の山野様

をはじめ皆様お越し下さり、有難うございま

す。②藤間様、横浜旭 RC へようこそ。

内田　　敏／藤間様、ごゆっくり例会を楽し

んで下さい。

後藤　英則／①山野さん、卓話宜しくお願い

します。②藤間さん、入会お待ちしています。

新川　　尚／①山野様、卓話宜しくお願いし

ます。②藤間様、ようこそ。

五十嵐　正／①妻の誕生日に素敵なお花をあ

りがとうございました。②本日の山野１等海

佐の卓話楽しみです。よろしくお願いします。

太田　勝典／①山野さん、今日の卓話楽しみ

です。②藤間さん、ぜひ入会して下さい。

青木　邦弘／①山野太資様、今日は有難うご

ざいます。日本の防衛よろしくお願いします。

②藤間さん、ようこそ。次週もぜひご参加下

さい。

倉本　宏昭／①自衛隊山野本部長ようこそお

いで下さいました。神奈川地方本部日比野様

他の皆様ようこそ。卓話楽しみです。②藤間様、

ようこそ。是非仲間になりましょう。

佐藤　利明／自衛隊神奈川地方本部日比野所

長様、山野一等海佐様、本日はお忙しい中あ

りがとうございます。

佐藤　真吾／山野一等海佐はじめ自衛隊の皆

様、公務ご多忙の中、当クラブ例会にお越し

下さり、有難うございます。卓話宜しくお願

い致します。

齋藤　善孝／山野本部長、本日はお忙しい中

卓話を頂き有難うございます。楽しみにして

おります。

内田　　敏／齋藤さん、本日の卓話楽しみで

す。自衛隊山野様、本日はよろしくお願い致

します。

安藤　公一／山野様、本日の卓話宜しくお願

い致します。

二宮　　登／ 9/17 報徳二宮神社表参道大鳥居

竣工式に出席してきました。

兵藤　哲夫／①自衛隊の皆様、本日はありが

とうございます。②藤松産業、佐藤さん、落

語チケット有難うございました。

■卓話「防衛力整備の為に考えるべきこと」
　自衛隊神奈川地方協力本部　山野　太資様

１）昨今の北朝鮮のミサイル発射及び核実験

を取り上げ、我が国の弾道ミサイル防衛の基

本的考え方及び該当する防衛力の整備状況に

ついて説明

２）一方で、自衛隊の対応が求められる事態は、

弾道ミサイル防衛以外にも増加する中、限ら

れた予算を有効に活用するためには、考えら

れる事態の列度 ( 相手の能力 ) や可能性 ( 相

手の意図 ) を見積もった上での防衛力の整備

が必要であることを説明

３）併せて、整備した防衛力を効果的に運用

するためには、後方支援基盤を強化する必要

があり、今回の説明の中では特に自衛隊の活

動に必要な整備品の開発、製造、修理をする

ために必要な技術、人、施設等の防衛生産、

技術基盤の重要性について説明。

■次週の卓話　 10/11 ㈬　職業卓話

　　　　　　　　　　　  福村　正会員　　

　　　　　　　　　   週報担当　青木 邦弘


