
第193８回例会 2016年８月２日（火）(天候) 晴れ №５ 
点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

「４つのテスト」SAA 「理念」幹事 

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 

ビジター  

中野泰彦様（東京上野ロータリークラブ） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 

・遊行の盆の成功 盆踊り入賞（がんばったで賞： 

 賞金 10,000円） 

・遊行の盆 END POLIO NOWの街頭キャンペ 

ーン 寄付金78,000 円） 

-表彰＆特別挨拶- なし

-幹事報告- 

・次回例会8月9日は、ガバナー訪問となり 

 ます。ガバナーに質問のある方は、事前にお 

 知らせ願います。例会後の質問事項の時間を 

 別にとっております。１時間程度だと思いま 

 すが、よろしくお願いします。 

・地区ゴルフコンペについて 

開催日時 平成 28年９月26日（月）8:00 

スタート（受付 7:00～ 9:00） 

場 所 レイクウッドゴルフクラブ（東・西 

 コース）神奈川県大磯町黒岩169 

・第 114回藤東会ゴルフコンペ 石田会長カ 

ップ 開催日時 9月 13日 雨天決行 

場 所 湘南シーサイドカントリークラブ 

・本日例会後、理事会を同じ会場で行います。 

・事務局、有久真由美さんの自己紹介 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日   小柴智彦会員 

配偶者誕生日 なし

バースデーソング 

-委員会報告- 

・8月 22日 移動例会・花火大会について 

 水川委員長 

・エール大学 コーラスの報告 鈴木和夫会員 

・ロータリーの友 概要 加藤雑誌Ｒ情報委員長 

・出席報告 出席委員会 

・スマイル報告 スマイル委員会 

-卓話- 

クラブフォーラム  河合クラブ研修リーダー

謝辞 石田会長

点鐘 

閉会

会員誕生日 

小柴会員と石田会長 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

７月２６日 ３５（３２） ２２ ７ ６８.７５   ６８.７５ 

８月 ２日 ３４（３０） １９ １０ ６３.３３   
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●会 長／石田能治 幹 事／林葉之  例 会／毎週火曜日 １２：３０ ～ １３：３０
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クリスタルホテル５F「ボンヌシャンス」 



-スマイル- 

【中野泰彦 様】 

片岡さんの１日も早い復帰を願って。 

【石田能治会長】 

河合さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

【林葉之幹事】 

河合会員、本日のクラブフォーラム楽しみにして

います。よろしくお願いします。 

【河合克彦会員】 

有久さん、ようこそ。よろしくお願い申し上げま

す。本日は研修リーダーとしてロータリー勉強会

第1回定款を行います。よろしくお願い申し上げ

ます。

【田中繁会員】 

東京上野RCの中井先生ようこそ。事務局の有久

様よろしくお願いします。 

【大久保正晴会員】 

有久さん、いろいろと御面倒をおかけしますが、

よろしくお願い致します。 

【小柴智彦会員】 

お誕生日のお祝いありがとうございます。58 歳

になりました。有久さん、これからよろしくお願

いします。 

【大坪加寿子会員】 

有久さん、よろしくお願いします。 

-委員会報告-

親睦委員会 水川親睦委員長 

8月 22日（月） 移動例会・花火大会について 

時間：18:00～ 

場所：江の島アイランドスパ４F「アイランドグ

リル 

   例年通り、藤沢ロータリークラブとの合同 

   例会になります。 

   後日案内状を送りますので、ご参加の方、 

   よろしくお願いします。 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 28年８月号抜粋です。 

加藤信忠 雑誌・R情報委員長 

左のページからご案内します。RI 会長ジョ

ン F・ジャーム氏のメッセージです。 

標題は 「あなたの一言から始まる」 

40年前のことです。勤めていた会社のオー

ナーからロータリーへの誘いを受けました。

当時アメリカではよくある事でした。入会す

れば、会社のためにも、地域社会のためにも

良いと考えられていたのです。だからあの時

代には会員数が急増して、驚いたものです。

仕事中にロータリーから電話が有ったり、例

会に出たり、奉仕活動したりしても、上司に

気遣う事もない時代でした。しかし今は事情

が変わって、会社は時間に関しては寛大で無

くなりました。仕事とロータリーを両立出来

ない時代になってしまいました。 

それ故に、規定審議会では、クラブの例会時間

に柔軟性を持たせて、入会候補者の巾を広げる

事を認める画期的な決定を採択したのも、この

ためです。然しいくら会員増強の障壁を取り除

いても、皆さんにしか出来ないものが、あるの

です、それはお誘いです。 

私たちの活動を前に進める為には、進んで

奉仕する手、思いやる心、聡明な頭が必要で

す。お誘いするには「あなたは、地域社会を

より良くするために必要なスキル、才能、人

格をお持ちです。私たちと一緒に地域社会で

活動していただけませんか」と云う事です。 

私は国際ロータリーの会長ですが、私が入会さ

せる事の出来るのは、テネシー州のチャタヌー

ガ・ロータリークラブだけです。私には皆さん

のクラブや、地域社会を強くする事は出来ませ

ん。 

「人類に奉仕するローターリー」の仲間をお誘

い出来るのは、皆さんの一言です。 



７ページから  「ロータリー財団100

週年を祝う」の特集です。 

「世界で 良いことをしてきた 歴史を振り

返る」 

1916-1917年度国際ロータリークラブ

会長のアーチC・クランフのアイデアから生

まれた財団100年の歴史を振り返って見ま

しょう。 

8ページから 100年年前の、国際ロー

タリークラフ゛連合会 (現RI)会長のアーチ

C・クラン氏が１９１７年のアトランタ-大会

で「世界で良いことをする」ための基金の設

立を提案しました。以来、雜誌「ザ・ロータ

リーアン」では、財団に関する重要な出来事

を報告、資金を使ったプロジェクト、を報道

し、奨学金、交換学生・研修プログラムの参

加者たちを紹介してきました。その財団が出

来ての100年です。 

1917年８月号はクランフ氏のメッセー

ジです。1944年は世界大戦の戦債の寄付、

1950年(昭和25年11月号)には財団への

寄付額250万ドル、1957年には財団創立

40週年のお祝い、1986年の4月号の記事

にはポリオ撲滅のキャンペンが始まります。 

1993年 9月号にはポリオの予防接種の

5億人目のフィリッピン母子の写真 

2002年にはヨーロッパ全域のポリオ撲

滅 

2012年 6月号にゲイツ財団から3億

5500万ドルの補助金に応え、ロータリアン

がポリオ撲滅のために２億ドル以上の募金

に成功したと伝えています。 

2016年 5月号(ソール国際大会)には、

2016-2017年度に継続される財団100

週年祝賀の計画をレイ・クリンギンス管理委

員長が語られている。 

16ページです。数字とグラフは世界と日

本の会員数の状況です。 

１８ページは 「ロータリーについて  

 よく知らない人が大勢います。」と、云う標 

題。 

「力を合わせれば、こんな事を変えられま

す」 

「1」新しい視覚と感覚を取り入れる。 

「2]地域社会にとってのクラブの価値を明

らかにする。 

「3」ストーリーを世界とシェアしょう。 

他の団体と違うロータリークラブ、こんな

ことを活動の基本として踏み出して見まし

ょう。

22ページ、です。「世界のロータリーのニ

ュース」です。 

イギリスのロックス・ロー-タリーのバナー

を国際宇宙ステーションの窓に掲げました。 

インド・フィリッピン・ケニア・ドミニカ・

ロータリーの活動の模様です。 

縦のページです。2015年 10月 24日の

第2630地区の IMの基調講演の要旨です。 

講師は雨谷鋼機株式会社代表取締役社長岡

谷篤一名古屋ロータリーの会員です。 

 表題は 「時代に向き合い人によりそう」 

創業は、江戸時代です。1699年(寛文 9年)

創業 350年 

打刃物業でから、昔は農機具、大工の器具、

釘とか金槌とかの鍛冶屋さんで、家庭の剃刀

や鋏など多岐に渉りの鍛冶職でしたが、今は、

ものづくりに貢献する「グローバル最適調達

のパートナーの商社で連結売上7854億円に

なりました。当社が会員である「エノキアン

クラブ」は1981年に設立されました。ヨー

ロッパを中心とした経済団体です。羊羹の虎

屋とか伊勢の赤福などの、異色の家族愛に満

ちた企業の集まりです。グローバル戦略につ

いては日本が負けます。欧米人は、全てグロ

ーバルの中で生活しているからイノベーショ

ンは欧米人が先進国です。しかしヒューマン

は日本が優れています。きちっと仕事をする

ものづくり文化は世界一です。これが日本人

の心の支えです。将来、世界110億人のリー

ダーを目指す気概を持っており、世界に貢献

したい。又、同じように期待されているので

は無いでしょうか。 

縦の 9ページです。「クラブを訪ねて」今月

は「柏原(かいばら)ロータリークラフ゛です」 

新大阪で福知山線の「特急こうのとり」に乗

り継いで、尼崎・宝塚・三田・丹波篠山口な

どを経て1時間余りで到着。乗客は数えるほ

ど少ない静かな駅です。 

氷上郡の６町が合併して人口6万6000人

の丹波市が誕生。市内には柏原・氷上・氷上

西の三高校が有って、その何れの高校もイン

ターアクトクラブが設立され、近年はロータ

ーアクトクラブをも設立したロータリーの町

です。記者が記念撮影した木の根橋は近くに

樹齢1000年の欅の根が奥村川を跨いでいる

木の根の橋でした。 

縦の１３ページは、「友愛の広場」は各クラ

ブからの意見・提案・情報です。 

縦の１８ページは「卓話の泉」は、勉強会です。 

。 



津ロータリの中村クリニックの院長の中村

会員「鮎の生態」についてです。広島西RCの

スミダ総合保健事業所の隅田会員の「企業のリ

スク対策」企業には人の事故・物の事故・収益

の賠償・自動車事故などの賠償責任がありま

す。思うに価値連鎖を活用して洗い出す方法が

効果的です。 

22ページからロータリーアットワーク」で

す各クラブからのお手紙です。 

以上 8月号を抜粋して見ました。沢山読ん

で下さい。 

-委員会報告- 

出席委員会       鈴木利雄委員長 

エール大学コーラス報告  鈴木和夫会員

-卓話- 

クラブフォーラム 

「クラブ定款について」河合クラブ研修リーダー

 定款についての説明をスライドにて行って頂

きました。 

事務局 有久さん 


