●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
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光明学園相模原高等学校

幹 事 阪西 貴子

（一部要約にて掲載）

丸子
今年 6 月、多摩西部経営コンサルタント協会
でロータリーについて講演しました。小生のこ
れまでのロータリー生活を総括しました。
＜ロータリークラブへの入会＞

勝基

１）ロータリークラブとは
・1905 年、アメリカ・シカゴに最初のクラブが
誕生。弁護士ポール・ハリスが設立。
・最初のクラブが例会場所を輪番（ローテーシ

・1998 年 6 月 住友スリーエム（株）を退社

ョン）で、提供し合ったことから「ロータリ

・1998 年 8 月 （有）サンマルコを創立。起業。

ー」の名がついた。

（満 56 歳）
・2000 年 12 月 相模原市西橋本に会社を移転
・2002 年 3 月 有限会社を株式会社に組織変更
・ 同年同月

相模原中ロータリークラブに入会

・入会動機：
①事業家のあるべき姿・考え方・立ち振る舞い
を学ぶ。
②相模原の人脈・情報の入手を知りたい。

・200 以上の国に、3 万 3 千人近くのクラブを擁
し、会員数は 120 万人以上である。
・職業奉仕（会員の職業倫理を高めること）と、そ
こから広がる社会奉仕と国際親善を目的とする。
・ロータリークラブ（Rotary Club）は国際的
な社会連合団体「国際ロータリー」のメンバ
ーである単位クラブである。その構成員のこ
とをロータリアンという。

＜有名人のロータリアン＞

・年会費：20 万円～（クラブにて異なる）食事代込み。

国内：松下幸之助・伊藤忠兵衛・小林一二（大

・クラブ会長を始め、全ての役職が 1 年任期。

阪 RC）
、千宗室（京都 RC）
、瀬戸内寂聴（徳島

・例会は毎週 1 回、お昼の 1 時間。食事をしながら

南 RC 名誉会員）
、藤山一郎（東京西 RC）など

会長のお話や、会員や外部の方の卓話を聞く。

海外：ｳｨﾝｽﾄﾝ・ﾁｬｰﾁﾙ（ﾛﾝﾄﾞﾝ）
、ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｻｯﾁｬｰ（ｳ

・“会員の親睦”を大切にしている。

ｨｽﾄﾐﾝｽﾀｰ）
、ﾄｰﾏｽ・ｴｼﾞｿﾝ（ｵﾚﾝｼﾞ）
、ｼﾞｮﾝ F・ｹﾈﾃﾞ

・毎年、社会奉仕や国際奉仕活動プログラムを実行。

ｨ（ﾊﾔﾝﾆｽ）
、ﾀﾞｸﾞﾗｽ・ﾏｯｶｰｻｰ（東京）
、ｶｰﾈﾙ・ｻﾝ

〇メイクアップ（他クラブ訪問）が楽しく有意義

ﾀﾞｰｽ（ｼﾞｪﾌｧｰｿﾝﾋﾞﾙ→ｺｰﾋﾞﾝ）など

ロータリーバッジさえあれば、世界中のロータ

２）日本のロータリー・百周年迎える

リークラブの例会に参加できる。これまでに訪問

・日本で最初のロータリークラブ：1920（大正 9）

した他地域のロータリークラブ（東京、四谷、多

年 10 月 20 日に創立された東京ＲＣ。

摩、福岡、大阪、京都、上海、台北ほか）

・クラブ数：2,237（2021 年 1 月現在）

〇相模原中ロータリークラブ

・国内の会員数：86,232 人（2021 年 1 月現在）

・設立 1977（昭和 52）年 6 月（創立 44 年）

３）ロータリーの目的

・例会日 毎週火曜日 12:30 から 1 時間

「職業人として奉仕の理念を奨励し、これを育む

・例会場 中国名菜 敦煌

こと、具体的には次の各項を奨励すること：」

・年会費 22 万円

（以下、第１項～第４項は省略にて）

・会員数 27 名（2021 年 6 月現在）

＜ロータリアンの行動規範＞

・会員年令 30 歳～80 歳台

1)個人として、また事業において、高潔さと高い倫理

・姉妹締結クラブ ①千曲川ＲＣ ②大韓民国・

基準をもって行動する。

龍仁ＲＣ ③中華民国・台中文心ＲＣ

２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職
業に対して、尊重の念をもって接する。

〇クラブ会長（2009～2010 年度）の経験もさせて
いただいた。

３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、

・クラブ会長になると、

特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や

リーダーシップが問わ

世界中の人びとの生活の質を高める。

われる。

４）ロータリーや、ほかのロータリアンの評判を落とす
ような言動は避ける。

員の選出、奉仕活動の計画と実践、親睦を担う。

５）ロータリーの会合、行事、及び活動においてハラス
メントのない環境を維持することを支援し、ハラスメ
ントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した
人への報復が起こらないよう確認する。
〇ロータリアンのハーバートＪ・テイラーによっ
て考案された（1932 年）
「四つのテスト」
言行はこれに照らしてから
１．真実か どうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか

どうか

４）標準的なロータリークラブの運営
・入会資格者は主として経営者または専門職業家。
・入会にはクラブ会員 2 名の推薦と、会員全員の
承認。

・年度計画方針、理事役
・毎例会の「会長の時間」は、会長の最大の特権
であり、義務。
・会長の卓話のレベルが、その年度の例会のレベ
ルを決める。話の内容に苦労するがそれが勉強。
＜療育センター（陽光園）への奉仕活動＞

＜積極的に参加し、ロータリーの素晴らしさを実感＞

＜フィリピンの子供達への食糧支援＞

＜トピックス＞
・例会は時間厳守。12 時 30 分には必ず始まり、13 時 30 分には必ず終わります。例会以外でも。
・会員は年齢、地位、企業規模の関係なく、皆“平等、公平”。
・ホテルや空港でロータリーバッジを見て、知らないロータリアンから良く話しかけられる。
・ロータリーバッジひとつで、世界のロータリークラブの例会に出席し、交流できます。
・会員同士の仕事上の取引や紹介も盛んです。

＜裏ページに続く＞

５）経営者として役に立ったこと

言い合った。最後はまとまった。

・毎週の定期的な昼の例会は「安らぎ」の 1 時間
になった。心のゆとりを創造できた。社交の場、
成長の時間。

・会員の一人の反対者がいたら入会できない。事
例があった。
（誰でも入会できるわけではない）
〇総括として

・ガラスフィルム工事や内装工事を沢山いただき、 ・恵まれた「会長、幹事の仲」老沼会長／丸子幹
応援していただいた。

事、丸子会長／金沢幹事、しかし・・

・
「四つのテスト」は事業経営上、困難時の指針と
なった。

・楽しく、そして成長させていただいた会長時代
の一年間（2009～2010 年度）

・あるべき事業家としての考え方、マナーに接す
る事ができた。

・楽しかった国際奉仕、マカティ・ボブラシオン
ＲＣ（フィリピン）、台中文心ＲＣ（台湾）

・マナーを何度か注意された。
（斎場で、他クラブ
例会場で）

・楽しみだった「療養施設・陽光園夕涼み会」へ
の支援 → 閉園が残念だった。

・市長、市会議員、警察署長、商工会議所会頭等
から地域の情報を知る事ができた。人脈もできた。
・ロータリーが過去に支援した外国留学生の中か
ら、優秀な台湾学生を社員として採用。

・楽しかった「相模原中ロータリークラブ創立 40
周年事業」
・増強活動→10 名中、既に 6 名退会。フォローと
親睦が足りなかったカナ？

〇２０年間のロータリー生活は

当クラブは 44 年間に 224 人の入会があり、現在

１．私の人生に彩りを添え、

26 名。この 3 年間、新会員は零。増強・退会防

２．生涯の友人を多くもつことができた。

止対策に、新「三楽会」の復活を勧めます。

３．しかし、真のロータリアンには程遠く・・。

〇最後にご提言

〇入会当時の相模原中ロータリークラブ

クラブとして、中長期フューチャプログラムの

・親は竪道会員、小野会員。入会式では永保会長

策定委員会の設置を理事会にご提言致します。

にバッジを付けていただいた。

クラブの 5 年先、10 年先の目標やビジョンを共

・入会当時は会員が皆、まぶしく見えた。私もロ

有する。

ータリアンの仲間入りか！と感激していた。

会長の時間

・実際は恥ずかしかった。
（創業 3 年目、業績はち
ょぼちょぼ、お金持ちではない）
・会員数は 40 数名。とにかく顔を名前を早く覚
え、私も早く覚えてもらいたい！

会長代理

横溝

志華パスト会長

そのため、

自ら話しかけ、早く覚えた。
・親睦委員は最後部のテーブルにまとまって座っ
た。世話好きな親睦委員長がいろいろ教えてく
れた。スマイルの読み方、受付の仕方等
・裕福で、個性的で、楽しい、そして酒の好きな
実業家。
・定期的な飲み会、浜ゆう会、あすなろ会、相友
会等。何故か誘われるがままに・・。
・飲み会の相場はいつも 1 万円。酒飲めば色話は
付き物。
・フォーラムでは、みんな遠慮しないで、意見を

本日は田後会長、佐々木直前会長とも欠席により、
2 年振りに会長の時間を担当させて頂きます。 ↗

私は現在、地区の RYLA（ライラ）委員会の委員
なのですが、活動は昨年 10 月から始まって、会合
はまだ 3 回だけで、ほとんど動けていません。
先輩の会員皆様は既にご存知かと思いますが、

●甲斐 美利会員
丸子さん、卓話楽しみです。
●小野 孝会員
①結婚記念日祝の大井さん、おめでとうございます。

私はこの委員会に出席して、初めて RYLA の正式

②卓話の丸子さん、楽しみにしています。

名や活動内容が分かりました。

●中里 和男会員

RYLA は、Rotary Youth Leadership Awards の

丸子さん、本年最後の卓話、楽しみにしています。

頭文字で、「ロータリー青少年指導者養成プログ

●冣住 悦子会員

ラム」という意味です。

①大井さん、結婚記念日祝おめでとうございます。

全国では、活発にこの活動をしている地区もあ

②丸子さん、卓話楽しみにしています。

ります。例えば、2680 地区（兵庫）や 2670 地区

③横溝さん、会長代行よろしくお願いします。

（四国 4 県）などは、共同主催している RYLA セミ

●櫻内 康裕会員

ナーがあり、盛大に開催していて、スケジュール

①結婚記念日祝の大井会員、おめでとうございます。

も 3 泊 4 日で、かなりハードルも高いです。

②卓話の丸子会員、宜しくお願いします。

この RYLA の特色は、

③今日は寒さが厳しく、体調に気をつけて下さい。

・青少年指導者を育成する。

●阿部 毅会員

・世界的な視野でものを考える、レベルの高い指

①丸子会員の卓話、楽しみに！

導者の育成。

②大井会員、結婚記念日おめでとうございます。

・RYLA ビジョンに合った、レベルの高い内容を持

ご夫婦揃って、お健やかに新年をお迎え下さい。

つ、一流の講師を招く。
・カウンセラーシステム。
次年度に向けて、佐藤ガバナーエレクトから、
１泊か日帰りで実施したいとのことで楽しみです。
（概要にて掲載）

●横溝会長代理、阪西幹事
①結婚記念日祝の大井会員、おめでとうございます。
②丸子会員、卓話を楽しみにしています。
●丸子 勝基会員
①本日、卓話の担当になっています。宜しくお願
い致します。

中ＲＣに入会して４０年以上になりますが、その前に
高校の非常勤講師で吹奏楽部を指導することになり、
2 カ月後のコンクールで第２位になりました。当時の生

②大井会員、結婚記念日おめでとうございます。

徒たちは大喜びで、その後、県警や宮内庁の音楽隊

●大井 達会員

やドイツ・ミュンヘン交響楽団、地方の交響楽団などに

①丸子会員、本日の卓話楽しみです。

多くが入りました。先日、ドイツから帰国した子が、日本

②私事で結婚記念日祝を頂戴し、恐縮です。

はオーケストラも人材もあるが、発表の機会が無いと言

③午前中、屋外作業で手がかじかむ寒さでした。

っていました。今も現職で演奏家になっている子も、演

皆様、風邪などひかれないようお気をつけ下さい。

奏会に半分位しか人が来ないそうです。相模原市も政

●竹田 繁会員

令都市ですが、大きな音楽施設は横浜などに行くよう

①丸子会員、卓話楽しみにしています。

になります。本日は近況ではなく、入会前の話をさせて

②大井会員、
結婚記念日祝おめでとうございます。

頂きました。

（概要にて掲載）

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①2024～25 年度ガバナーノミニー候補者の告知
地区指名委員会を開催し、候補者として、佐々
木辰郎氏（大和田園 RC）を指名致しました。
つきましては、RI 細則第 12 条に基づき、対抗
候補者がある場合は 12 月 23 日までに、クラブ
例会で採択された決議を、ガバナー宛にご提出
下さい。
（佐々木辰郎氏の略歴は回覧にて）
②次年度地区カレンダーの提出について
次年度（2022 年 7 月～2023 年 6 月）までに予
定されている行事、創立記念、ＩＭなどを 12 月

・大井 達会員

22 日までにお知らせ下さい。また公式訪問日程

１２月１６日

の希望がありましたら、備考欄にご記入下さい。
次年度会長、幹事のお名前もご連絡をお願い致
します。

点

鐘

１２：３０

会

場

「敦煌」

＜理事会報告（持回り）＞

司

会

①新年夜間例会の件

斉

唱

1 月１１日（火）１８：３０点鐘「小田原屋」にて

櫻内 康裕ＳＡＡ
ロータリーソング「奉仕の理想」

ソングリーダー 川合 貞義会員

会員会費５，０００円、不足金はクラブ負担にて。
※橋本駅（ＪＡ旭支店前）より送迎バスを依頼。
会
１２月２１日クラブフォーラム「地区研修協議会」
担当：地区研修協議会

員

出席（出席対象 20 名）

事前メイク者

２６名

（Zoom2 名含）２３名

１名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(11/30)

１名

９６．０％

８６．９６％

２８日→２２日（水）
「年末家族例会」
１８：３０点鐘
「レンブラントホテル東京町田」
１月 ４日例会取止め
１１日「新年夜間例会」
１８：３０点鐘「小田原屋」にて

●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

●例会 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：藤本 恵介 副委員長：大槻
委員：川合 貞義、田所
毅、甲斐
阿部
毅、諸隈
武、河野

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/
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