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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

卓話は久し振りになりますが、卓話をすると 
いうのは難しいものです。ロータリーの話は面 
白くないでしょうし、仕事の話は私が皆さんの 
話を聞きたい方ですので、世相雑感ということ

にしました。私の話はあちこちに飛びますが、

手帳に新聞や TV を見て感じた事などメモして

おりますので、いくつかお話させて頂きます。 
○夫婦の最後の会話（天国に送る言葉） 

      先日、女優さんの夫が亡くなって、インタビ 
ューに「こんなに早く亡くなるなんて・・、も 
っと、いろいろとしてあげたかった」と言って 
いましたが、夫は妻が先に亡くなると、必ず 

「妻には大変世話になった。」と言うようです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川合 貞義 

○日本と韓国の離婚の違い 

 昨年度の日本の離婚数は約 23 万件だそうで、 
婚姻数が約 66 万件ですので、3 組に 1 組の離 
婚となります。日本は離婚は割合と簡単で、役 
所に離婚届を提出するだけです。成田離婚と言 
われ、式だけ挙げ、入籍前に別れる方もいます。 

韓国では民法改正により、裁判所に申告して、 
子の養育者や養育費、面会交渉などについて合 
意した協議書を提出し、申請から 3 か月間（子 
がない場合は 1 カ月）の熟慮期間をあります。 
○東日本大震災／三陸災害と原発 
 大被害を受けた三陸と、今だ終息していない 
原発ですが、私は人間が作った物は必ずいつか 
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壊れるので、その対応も必ずしなければならない 
と思っています。会社も同じで、当社の営業所も 
いくつか作り、会社が潰れそうになった時は、そ 
れを１つずつ売却して生き延びれば良い。ダメに 
なった時の対応は、していなければなりません。 
○各党の言う国民とは／いいかげんな話 

 国会議員がしているのは政争ではなくて、喧嘩 
です。特に予算委員会の時など、予算に関係があ 
るのかと思うぐらいです。先日の 8 億円の借入問 
題も“クマデ”を買ったなどと釈明していました。 
 また TPP 交渉がもたついていますが、1 か国、 
オーストラリア産牛肉だけは、現在の約 38％の関 
税が引き下げられます。話が平行線のままなので、 
ちょうど真ん中をとった結果のようです。 
○小保方氏の STAP 細胞 

     STAP 細胞があるのか無いのか問題になってい 
    ますが、以前、ラジオで動物の研究をしている吉 

田博士が、ハトとニワトリの脳や声帯を移植した 
とか。またヒツジにヤギの胚移植して出産が可能 
になったとか。いつかは異種動物間での細胞移植 
もあるのかと心配になります。 
○現代のテレビ番組 

 私が NHK で見るのは「朝ドラ」だけです。最 
近はグルメ料理と旅番組が多く、誰のために作っ 
ているのかなと思います。 
 最後に１つだけ、まともな話で「セラピー犬」 
について、新聞の切り抜きから紹介します。 
「老いの寂しさは男女を問うまい。そんなお年寄 

りの孤独を癒し、言語・身体の障害改善にも役立 

っているのがセラピー犬だ。国際セラピードック 

協会の大木代表は訓練した犬たちを連れ、高齢者 

施設を訪問している。多くは刹処分寸前で引き取 

った犬たちだ。 

大木氏は米国で「動物介在療法」を学び、日本 

に導入すると、自力歩行を諦めた高齢者が犬と一 

緒の訓練で歩けるようになり、腕を動かせない人 

が犬をなでようと努め、一人で食事ができるまで 

回復した。「人は犬に心を開く。犬の凄さです。 

馴染みの犬を枕元に呼び、“ありがとう”と言っ 

て亡くなった人もいる。 

大木さんは犬達を連れて福島に通う。仮設住宅 

で孤立した高齢者の自殺が目立つという。一度は 

 

 

 

人に殺されかけた犬達が、今は人を慰め、死の淵 

から救おうと頑張っている。」 

     

 

 あっという間に満開の桜が葉桜となり、季節 
の移り変わりの早さに驚きます。次には「ゴール 
デン･ウィーク」が毎年やってくるので、傾向と対策 
は万全と言いたいところですが、毎年必ずバタつ 
き、経営者として頭を抱える今日この頃です。 
 今月は「ロータリー雑誌月間」ですが、皆さん 
はどんな時に読むのでしょうか？ 私は先日、業 
界の会合で一時間位の電車移動だったため、「ロ 
タリーの友」を鞄に入れ、この時間を有効利用し 
ようと思いましたが、いざ乗り込んで雑誌を手に 
取ろうとした時、出すのを躊躇ってしまいました。 
それは、人前で英字新聞を広げる感覚に近いと 

感じたからで、人から「ロータリーの会員」と知 
られたくないという想いからかも知れません。 
ある先輩会員から「ピンバッジをどこに行くに 

も必ず付ける」と教えられ、最近ようやく付ける 
様になりましたが、雑誌を広げる行為は何となく 
避けたいと思ってしまいます。皆様はこんな体験 
や感覚はありませんか？ ロータリアンとして、 
何か良い方法などあれば、ご指南下さい。 
ロータリー友 4 月号に、「“友”を生かすも殺す 

も･･･」というタイトルを見て、「ずいぶん過激だ 
な」と感じましたが、内容はさほどでは無く、全 
国の情報がこの一冊で得られる的なものでした。 
友の地区代表委員の投稿が「楽しく読んでいる」 

「次号が楽しみ」とあり、中には「細則や定款に 
も記述されているのに購読が守られていない」と 
の手厳しいコメントもありました。私の場合、も 
と意識して「楽しみ」とはいかずとも、「購読」を 
心掛けたいと反省しました。 
尚、当地区の「友地区代表委員」は海老名 RC 

の高橋晃氏です。二神編集長が「この機会に当該 
地区の委員を確認して下さい」と記述されていま 
したので、ご報告致します。 
また再度のお願いですが、財団(200 ㌦)、米山 

(2 万円)、ポリオ(40 ㌦)の寄付をまだされていない 
方は、ご協力宜しくお願いします。（一部要約にて） 
 



 
  

     ＜職業ショートスピーチ＞ 

                     黛 裕治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 現在、清心幼稚園の理事長及び園長をしており 
ます。昭和 30 年創立で、今年で 58 周年になりま 
す。昭和 48 年に現在の場所（清新）に移転しま  
した。4 月は大変忙しく、進級式、入園式、年中 

    や年長組の懇談会と行事が続きます。 

     皆様には、幼稚園の話はあまり関連がないと思 

    いますので、最近の園児の名前をご紹介したいと 

思います。さて、読めるでしょうか？ 

・円初（まどか）・朱里（あかり）・鈴蘭（れいら） 

・美宙（みひろ）・希か（ののか）・光翔（ひかる） 

    ・栞凛（しおり）・遥飛（はるひ）・来瞳（くるみ） 

    ・幸心（ゆきさね）・希空（きら） 

                 
 
 
●松崎 英剛君（相模原ＲＣ） 
 こんにちは。相模原ＲＣから参りました。 
 よろしくお願い致します。 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①本日、卓話の川合さん「世相雑感」、楽しみに 
 しております。 
②ショートスピーチの黛さん、宜しくお願いします。 
●丸子 勝基会員 

     結婚記念日を祝って頂き、有難うございます。 
     結婚以来、44 年の歳月が流れました。これか 
     ら 10 年は共に健康で、このようにクラブから 

毎年祝って頂くことを励みにしたいと思います。 
●横溝 志華会員 
 川合さん、黛さん、卓話楽しみにしています。 
●永保 固紀会員 

     久し振りの例会、市民会館です。 

 
 

●川合 貞義会員 
とうとう卓話の日がやってきました。まとまら 
ない話をさせてもらいます。 

●黛 裕治会員 
①結婚記念日祝の丸子さん、おめでとうございます。 
②本日卓話の川合さん、楽しみにしています。 
③先週は、幼稚園の進級式のため欠席させて頂き 
 ました。すみません！ 
●菊地 啓之会員 
①川合会員、本日の卓話楽しみにしております。 
②黛会員、ショートスピーチ宜しくお願いします。 
③丸子会員、結婚記念日おめでとうございます。 
●神田 達治会員 
①川合さん、卓話の出し物は何ですか？ 
②ショートスピーチの黛さん、宜しく。 
③丸子さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①川合会員の含蓄ある卓話、楽しみです！ 
②結婚記念日祝の丸子会員おめでとうございます。 
いつまでも相思相愛で健やかにお過ごし下さい。 

●江成 利夫会員 
①卓話の川合会員、ショートスピーチの黛会員、 
 宜しくお願いします。 
②結婚記念日祝の丸子会員おめでとうございます。  
●伊倉 正光会員 
①川合さんの卓話と黛さんのショートスピーチ、 
 楽しみにしています。 
②丸子さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 
●田所 毅会員 
①川合さん、卓話よろしくお願いします。 
②丸子さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 
●佐々木 敏尚会員、田後 隆二会員 

結婚記念日祝の丸子さん、おめでとうございます！ 
●金沢 邦光会員 
 暖かくなってきました。ビールの美味しい季節 
 です！ 
●最住 悦子会員 
①丸子さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 
②川合さん、卓話楽しみにしえいます。 
●櫻内 康裕会員 
①結婚記念日祝の丸子会員、おめでとうございます。 
②卓話の川合さん、ショートスピーチの黛さん、 
 宜しくお願いします。 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2016 年規定審議会 立法案提出のお願い 

     2013 年規定審議会の内容を反映した「2013年 

手続要覧」が発行されて間もなくにも関わらず、 

次回 2016年規定審議会の準備を始めなければ 

ならない時期となりましたので、多数のご提案 

をお願い致します。尚、地区大会での承認の準 

備を含め、7月 31日を提出期限とさせて頂きま 

す。（日程詳細は回覧にて） 

２．相模原大野 RC より IM 報告書（DVD）送付。 

経費節減により、クラブ用として１枚のみ、 

お届けとさせて頂きますが、当クラブホームペ 

ージよりご覧頂けるようにしましたので、宜し 

くお願い致します。 

 

   ＜中 RC ゴルフコンペご案内＞ 

    日時：5月 14日（水）9時集合 10:06IN スタート 

    場所：メイプルポイントＧＣ 参加費 3,000円 

     当日は、相模原に戻って懇親会を予定していま 

     すので、ゴルフだけ、懇親会だけの参加でも結

構です。 

 

例会プログラム 

４月２２日「地区協議会報告」次年度会長・幹事 

      ２９日 祝日休会 

５月 ⑥日 祝日休会 

      １２日 卓話 神田 達治会員 

          定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター    松崎 英剛君（相模原ＲＣ）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丸子 勝基会員 

         ４月 16 日 

＜ショートスピーチ      丸子 勝基＞ 

本日は結婚記念日祝をありがとうございます。 

結婚したのは 44年前になります。当時の妻は 

大変可愛かったです。私が 29才で、妻は 7才年 

下で 22才でした。 

7才も違うと、私が常にリードしていたはず 

なのですが、最近は・・・。これも 44年間の 

歳月でしょうか。 

 最近、娘の子育てを見ていて、結婚しても男 

性は仕事があり、それほど環境は変らないが、 

女性は今までいなかった人の為に料理や家事を 

やり、その他に出産や育児など、大変な負担が 

あります。それが、女性が強く変っていく要因 

ではないかと思います。これからも妻を大事に 

していきます。       （概要にて掲載） 

 

出席報告 

 会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２３名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

０名 １００％ ９６．０％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   菊地 啓之 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」            副委員長  竹田  繁 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000                阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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