
第 2048 回例会 

８月 25 日 №７ 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               小野 孝 

本日は、私が描いた「花火」の絵を持参しま

した。私の最高傑作に 1 枚で、３か月位掛かり

ましたので、ぜひご覧になって下さい。 

      私も 83 歳になりまして、ロータリーでは、

こうした卓話で人前で話ができますが、今日は

何を話そうかと思いながら、たまには年寄りの

話でも聞いて下さい。のち程、私が描いた他の

絵も紹介させて頂きます。 

      では自己紹介の前に、簡単に私の故郷、鹿児

島の話をさせて頂きます。 
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会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



 

 

九州には 7 つの県があり、やはり玄関口は福岡 

県ですが、南国・鹿児島のシンボルは“桜島”で 

す。周囲は 52 キロ、海抜 1117ｍで、日本を代表 

する活火山です。鹿児島本港からはフェリーで 13 

分余り、現在も絶え間なく活動を続け、噴煙を上 

げています。 

これまでに流出した溶岩は 30億トンといわれ、 

まさに自然が造り上げた芸術の極みで、広がる溶

岩源は何か異次元の世界を思わせます。特に大正

3 年の大噴火では、幅 500ｍもあった海峡を埋め

尽くし、桜島と大隅半島が陸続きになりました。 

次に、ご紹介したいのが明治維新に燃えた幕末 

の志士、西郷隆盛です。1827（文政 10）年、鹿児

島に生まれ、外交・幕政問題に活躍し、明治維新

に多大な功績を残しました。西南戦争で敗れて、

鹿児島の城山で、明治 10 年に 49 才で生涯を閉じ

ました。 

では自己紹介させて頂きますと、私は 1937（昭

和 12 年）に鹿児島県の最南端にある薩摩半島（現

在の南さつま市）に生まれました。東シナ海に近

く、景色はもちろんのこと、夕陽が海に沈む時の

光景は何とも言えないほど素晴らしいところで

す。最近は交通も便利になり、新幹線では 6 時間

少しで、飛行機では 1 時間 40 分位です。私は飛

行機は使わず、新幹線を利用して、年に 3～4 回 

    帰郷しています。 

また鹿児島は島が多く、屋久島や種子島など、

収入源は主に観光で、特に最近は関西方面から来

る方が多いようです。 

     私が生まれた頃は戦中で、連続して、1936（昭

和 11）年に二．二六事件、翌 1937（昭和 12）年

に日中戦争が開戦、1939（昭和 14）年には第二次

世界大戦が始まりました。1941（昭和 16）年には

日本とアメリカとの太平洋戦争が開戦し、1945

（昭和 20）年 7 月に米・英・中の 3 か国が日本に

「ポツダム宣言」を提示しましたが、日本が拒否

したため、8 月に広島・長崎に原爆を投下されて、

8 月 15 日に無条件降伏となりました。約 310 万人

が犠牲になったそうです。2 度と戦争は経験した

くないものです。 

     そうした中で、私は小・中学校は地元で学び、

高校と大学は父親の勧めで県外でした。社会人と 

 

 

 

なり、いろいろな方にお世話になりながら、サラ 

リーマン生活が 6 年間程ありました。 

29 才の時に仲間 3 人で会社を設立しましたが 

（主にカーラジオを生産）、1978（昭和 53）年に 

仲間と別れ、39 才で現在の会社を設立しました。 

 ロータリークラブに入会したのは 1977 年で、 

同年のサンフランシスコ国際大会に、2 週間の日 

程で参加することになり、帰国した時は会社が無 

くなっているのではないかと心配しましたが、何 

とか残っていました。 

 現在、戦後 75 年になり、戦後生まれが総人口 

の 85.2％で、日本人の寿命も女性が 87.45 才で世 

界第 2 位、男性が 81.41 才で世界第 3 位というこ 

とで、少し日本の未来が心配になりますが、私も 

日本人男性の平均寿命を超えました。私の年齢に 

なると、亡くなる方も多くて、友達も少なくなり 

少し寂しい思いです。 

今のところ健康状態も良好で、楽しい毎日を送 

っております。また個人的な話ですが、次の事を 

実行し、残りの人生を過ごすつもりで、既に 80 

才から実行しており、もう 3 年半になります。 

それは、３つの「Enjoy-Life」です。 

その①が「Enjoy-ロータリー」  

その②が「Enjoy-ワーク」  

その③が「Enjoy-トラベル」 

また趣味で絵画をやっており、何分にも素人の 

絵でございますが、いくつか持参しましたので、 

どうぞご覧になって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

①皆さん、こんにちは！暑さも収まったかと思い 

ましたが、 今日も暑いですね。 

    ②来週の例会は、Zoom 例会を行います。いろいろ 

初めてで大変ですが、実験的にやってみましょう！ 

      ③本日卓話の小野会員、宜しくお願い致します。 

     楽しみです。 

●小野 孝会員 

①残暑お見舞い、申し上げます。 

②本日、卓話をさせて頂きます。 

●田所 毅会員 

 小野さん、卓話楽しみです。宜しくお願いします。 

●永保 固紀会員 

 残暑御見舞い、申し上げます。 

●甲斐 美利会員 

小野さん、卓話楽しみです。 

●中里 和男会員 

小野さん、卓話ご苦労様です。 

●阿部 毅会員 

 小野画伯の絵、“花火”に感動しました。本日の 

 卓話も楽しみです。 

●櫻内 康裕会員 

①卓話の小野会員、宜しくお願いします。楽しみ 

にしています。 

②会員増強、頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●豊岡 淳会員 

 小野さん、卓話楽しみにしておりました。 

 よろしくお願いします。 

●伊倉 正光会員、河野 崇会員 

 小野会員の卓話、楽しみです。 

●藤本 恵介会員 

 小野会員、卓話よろしくお願い致します。 

 とても楽しみです。 

●横溝 志華会員 

 小野会員、卓話を楽しみにしています。 

●池之上 和哉会員 

 小野会員、本日の卓話楽しみです。 

 よろしくお願いします。 

●冣住 悦子会員 

 小野さん、卓話楽しみにしています。 

     本日のスマイル額 １７，０００円 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｚｏｏｍ】 

新型コロナウイルス対策について、厚生労働省

に助言する専門家組織（アドバイザリーボード）

は 8月 24日、「第 2 波」とも言われる現在の流行

は 7月末がピークとみられ、新規感染者数は緩や

かに減少しているとの見解を示しました。全国的

にピークは 7月 27～29日とみられ、その後は減少

に転じているそうです。 

減少に転じている要因は、都道府県による自粛

要請、市民の行動変容、感染対策の徹底などと言

われています。もっとも、現在でも毎日数百人の

感染が発生していますので、今後も感染防止に十

分に注意しながら、ロータリー活動を続けてまい

りたいと考えております。 

次週の例会は、当クラブとしては初めて Zoom

による例会の開催を行なう予定です。Zoomで参加

が可能な方は、基本的には全員が各自のご自宅や

職場から、Zoomにより例会への参加をお願い致し

ます。 

ただ、これまでに Zoomを扱ったことがなくて、

参加が難しいという方は、次週もこの敦煌にお越

し頂ければ、会長・幹事・事務局が待機しており

ますので、敦煌から Zoom例会にご参加いただくこ

とが可能です。 

次週の Zoom例会は、緊急事態が発生した場合に 

 

 

 

備えて、全会員が Zoomによる例会参加ができる 

ようにしておきたいという準備のための例会です。 

そのため次週、敦煌にお越しになった方には例 

会終了後に、小崎幹事から Zoom の使用方法に関す 

るご説明を行う予定ですので、今のところ Zoomを 

使用できないという方も、安心して例会にご参加 

下さい。 

 

【スマイル BOX】 

今日は毎週、会員皆様から寄付を頂いているス 

マイルについて、お話ししたいと思います。 

当クラブで毎週行なっているスマイルボックス 

という制度は、クラブによっては「ニコニコボッ 

クス」や、「ニコニコ箱」という名称で呼ばれて 

います。 

このスマイルボックスという制度は、実は現在、 

日本国内でしか存在しておらず、アメリカを始め 

とした諸外国では、このような制度が存在してい 

ないそうです。そのため、RIの標準定款や細則に 

は、スマイルボックスやニコニコボックスに関す 

る記載が一切ありません。 

では、日本国内でいつからスマイルボックスが 

始まったかと言いますと、その歴史は意外に古く、 

1936年（昭和11年）から始まったそうです。 

スマイルボックスを最初に始めたクラブは、東 

京RCであるという説と、大阪RCであるという２ 

つの説があり、どちらが先にスタートしたかは定 

かではありませんが、いずれにしても1936年に始 

まったそうです。 

東京RCで初めてスマイルボックスが始まった時 

には、次のようなやり取りがあったそうです。 

当時の東京RCでは、関東大震災による震災孤児 

たちを東京ロータリーホームという孤児院でお世 

話していましたが、この震災孤児たちを、当時オ 

ープンしたばかりの多摩川園という遊園地に連れ 

て行こうという奉仕活動が計画されました。 

ところが、会員達はみんなお金持ちでしたが、 

ロータリークラブにはそれだけの資金がありませ 

んでした。そこで日本橋の商店の番頭でもあった 
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関さんという会員が一計を案じ、ありあわせのボ

ール箱をもって、今月はあなたの誕生日ですよと

か、お嬢さんが結婚されたでしょう、とかいろい

ろなことを軽妙洒脱に面白く話しながら、例会場

を回ったところ、会員たちがみんな笑いながら、

このボール箱に寄付をしたそうです。これにより

東京RCでは多額の寄付金が集まり、孤児院の子供

たちを、多摩川園に連れていくことができたそう

です。 

この出来事がきっかけとなり、何か良い事やお

祝い事があると、会員がそれを記念して、ニコニ

コしながら、社会奉仕のための浄財を寄付すると

いう習慣が始まりました。この習慣が現在のスマ

イルボックスの起源であり、現在まで80年以上も

続けられています。 

これに対し、大阪RCではスマイルボックスが始

まるより前の1930年に、「ペナルティ・ボックス」

という制度がスタートしていたそうです。但し、

これは文字通り、ペナルティであり、例会に遅刻

した場合などに、罰金を支払わせるという制度だ

ったそうです。このペナルティ・ボックスという

制度は当クラブにはありませんが、日本国内でも

採用しているクラブがあるそうです。 

スマイルボックスとペナルティ・ボックスは、

似ているようでいて、その制度趣旨が全く異なる

制度と言えます。スマイルボックスは、会員がそ

の自由意思に基づき、善意から寄付を行なうもの

であり、そこに強制的な要素は一切ありません。

そしてスマイルによって集まったお金は、クラブ

の奉仕活動のために使われます。 

我々の中ロータリークラブでも、一般会計と奉

仕会計が明確に区別されています。一般会計は、

強制的に徴収される会費により構成されており、

例会場の費用や、RIへの人頭分担金などの経費に

充当されています。 

一方の奉仕会計は、スマイルによる収入により

構成されており、社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・

青少年奉仕など、奉仕活動のための費用に充当さ

れています。具体的には、会員皆様が毎週行なっ

ているスマイルが、光明学園インターアクトへの

活動支援金や、少年ジュニア野球への協賛金など

の奉仕活動に使用されています。 

 

 

 

スマイルボックスという制度は、会員に良い事 

やお祝い事があった時に“おめでとう”と言って 

スマイルし、言われた方も“ありがとう”と言っ 

てスマイルします。 

そして、このようにして集まったスマイルが子 

供たちのための奉仕活動に活用されています。ロ 

ータリークラブが奉仕活動を行なっていくための、 

とてもオシャレでスマートな寄付金の集め方であ 

ると思われます。 

本日は、スマイルボックスの起源についてお話 

しさせていただきました。 

 

＜委員会報告＞ 

〇Ｒ財団委員会         横江委員長 

会員皆様から財団とポリオに、多大な寄付をし 

 て頂き、ありがとうございました。お陰様で、 

 財団・ポリオ共に目標額を達成しましたが、ま 

 だ未納の方がいましたら受付ますので、宜しく 

 お願いします。 

また 10 月から米山月間が始まります。また、そ 

の節はご協力を宜しくお願い致します。 

〇ＳＡＡ委員会         豊岡委員長 

 次週 9 月 1 日は Zoom 例会です。リアルの例会 

 と同じように行いますが、スマイルされる方は 

 前日までにメールで、私までご連絡下さい。支 

払いは翌週の例会で事務局までお願いします。 

また委員会報告のある方も、内容は結構ですが、 

事前に所要時間だけお知らせ下さい。 

〇親睦活動委員会        阿部委員長 

 本日の例会より、敦煌さんのご好意でコーヒー 

 をご用意して頂けることになりました。セルフ 

 サービス式となりますが、どうぞご利用下さい。 

 

＜2021 年国際大会 台北（台湾）プログラム＞ 

日程：２０２１年６月１２日（土）～１６日（水） 

   ６月１２日グランドオープン    

     １３日開会式・第１回本会議 

     １４日第２回本会議 

     １５日第３回本会議 

     １６日閉会式・第４回本会議 

会場：台北南港展覧館（TaiNEX） 

 



 

                                                                                          

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①「ロータリー月間」卓話依頼について 

     11 月は「財団月間」です。例年通り卓話依頼を

受付けます。財団地区委員を希望の場合は、具

体的な内容を明記下さい。また次年度地区補助

金を申請予定のクラブに対して、10 月と来年１

月に説明会を開催しますが、要望があれば説明

に伺います。提出締切日：9 月 22 日 

②会員増強・維持に関する卓話等の依頼について 

     8 月は会員増強月間であり、本来であれば卓話

依頼を受付けるところですが、多くのクラブが

休会や例会短縮、形態変更されており、また 11

月予定の地区「新会員の集い・会員増強セミナ

ー」も開催中止を判断しました。よって、地区

増強委員会では一年を通じて、様々な形での卓

話（従来通りの派遣卓話、増強資料や動画の提

供、オンラインに対応した卓話）を計画しまし

たので、必要事項をご記入の上、ご返送をお願

い致します。 

 

    ※９月１日（火）Ｚｏｏｍ例会の参加出欠表を回覧して

おります。またＺｏｏｍへのアクセスが難しい方のみ、

当日は「敦煌 小会場」にて、会長・幹事と一緒に、

Ｚｏｏｍ参加が可能ですので、本日までにご記入を

お願い致します。 

 

     例会プログラム 

９月 １日オンライン（Zoom）例会 

     １２：３０より（30 分程度を予定） 

        ８日卓話 河野 崇会員 

          定例理事役員会 

       １５日ゲスト卓話 相模原警察署 

       ２２日祝日休会 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー  伊倉 正光会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

＜ロータリーミニ情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリーが日本にできて、今年で 100 年を迎 

えます。その貴重な機会を祝うための一環として、 

日本郵便（株）にご協力頂き、記念切手「日本の 

ロータリー100 周年」が発行されることになりま 

した。この切手は、ロータリー活動を皆様にお伝 

えできるよう、ロータリーが支援する６つの重点 

分野をデザイン化し、米山奨学会も加え、可愛い 

デザインで、公共イメージに寄与できるものと考 

えています。発売日は 2020 年 9 月 18 日です。 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０  

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２２名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(8/4) 

３名 ８９．２９％ ９２．８６％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
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