
第1960回例会 2017年2月7日（火）(天候) 晴れ №27 

点鐘 

開会 

国家斉唱    ：「君が代」 

ロータリーソング：「我らの生業」 

４つのテスト  ： 大坪 SAA 

藤沢東ロータリークラブの理念：林幹事 

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター紹介   

中野博義 様（東京南RC） 

井関和美 様（東京新中央RC）

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・一昨日（２月５日）当クラブの本田昌子様が

ご逝去されました。私の年度で石神会員に次

いで２人目であり、私自身ちょっとめげてお

ります。葬儀の日取は御連絡の通りです。最

後のお別れに行ってまいります。 

・本日は４１周年記念例会ということで、毎年

恒例ではありますが（チャーターメンバー）

須藤会員に卓話をお願いしております。よろ

しくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・本日は例会の後、事務所にて理事会を行いま

すので、理事の方はお願いします。 

・ガバナー事務所からの連絡事項があります。 

１．第５グループに新しいクラブができまし

た。「相模原ニューシティーロータリークラ

ブ」会員数３８名。創立年月日 2017年 1

月 25日。相模原橋本RCが 2013-14年度、

かながわ2780ロータリーEクラブが２０１

4-15年度に続いてのクラブ誕生です。 

第 2780地区のクラブ数は66クラブとなり

ました。 

・会長エレクト研修（PETS）案内が届いており

ます。3/14（火）ミナパーク６Fにて。 

・インターアクト１泊研修会の案内がきており

ます。3/25～26於 厚木市七沢自然ふれあ

いセンター 

・第 2回アクターズミーティング開催のお知ら

せが届いております。2/1９（日）於 ヴェル

ク横須賀（横須賀市立勤労福祉会館） 

・例会の変更通知が入っております。 

 茅ヶ崎ＲＣ2/23(木)振替⇒2/26(日)  IM 

-委員会報告- 

・故本田昌子会員について  小柴会員 

・観桜会について・・・水川親睦委員長 

・出席報告      後日 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  須藤修司会員 

配偶者誕生日 水川里加子様（水川会員奥様）

-卓話- 

「創立41周年記念例会に寄せて」 

藤沢東RCチャーターメンバー 須藤修司会員 

点鐘 

閉会出席報告 

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 

１月２４日 ３４（３２） ２４    ７ ７５.００   ７５.００ 

２月７日 ３３（３０）  － － －.－   
 ※２/７例会の出席報告は後日。
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-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【石田能治 会長】 

須藤様、本日の卓話よろしくお願い致します。 

イセキ様、ようこそ。楽しんで下さい。 

【林葉之 幹事】 

須藤会員、本日の卓話宜しくお願いします。 

中野様、井関様、本日はようこそ藤沢東ロータリ

ークラブへ。 

【須藤修司 会員】 

誕生日祝ありがとうございます。 

【河合克彦 会員】 

本田さんのご冥福をお祈りします。 

【片岡啓次 会員】 

ビジターでお越しのイセキ様、中野様、ようこそ

いらっしゃいました。須藤先輩、本日の卓話をた

のしみにしています。 

【山口俊明 会員】 

須藤さん、卓話よろしくお願いします。 

【吉田新一 会員】 

須藤様本日の卓話よろしくお願いします。イセキ

様、東京南 RC の中野様、ようこそいらっしゃい

ました。 

【徳山秀秋 会員】 

須藤様、本日の卓話楽しみにしております。よろ

しくお願いします。 

【村木薫 会員】 

須藤様、本日の卓話楽しみにしております。中野

様、イセキ様、ようこそ。 

【片倉昌幸 会員】 

須藤様、本日の卓話楽しみにしております。宜し

くお願い致します。 

【和田江理佳 会員】 

中野様、井関様 本日はメーキャップありがとうご

ざいます。 

【水川健太郎 会員】 

先日は妻の誕生日プレゼントをありがとうござい

ました。 

-会長報告- 

-委員会報告-

観桜会について   水川親睦委員長  

会員誕生日  

須藤修司 会員 



-委員会報告-

ロータリーの友 平成 29年２月号抜粋 

         加藤 雑誌 R・情報委員長 

今月の横の表紙は、1905年の2月 23日ポ

ール・ハリスがこの3人の仲間と会合を持った

のです。これが、やがて世界の隅々にロータリ

ークラブが発足するのです。貴重な写真です。 

扨、今月のテーマです。 「世界はますますロ

ータリーを必要としています」 

1905年のロータリーと現在のロータリーを

容易に比較出来るものもありますが、ロータリ

ーが存在する今、ロータリーが今日存在しない

世界を想像する事は出来ません。 

112年の間、ロータリーは数多くの試練に立

ち向かって来ました。争いには平和を、貧困に

苦しむ人には教育をと答えを出して来ました。

小さな村に診療所を設置する事から、世界規模

でのポリオ撲滅活動に至るまでです。 

ロータリーが創設していなかったら世界がどう

なっていたか、私たちには知るよしもありませ

んが、今ある、ロータリークラフ゛の一つでも

創立していなかったら、そして今居るロータリ

アンが1人でも入会の誘いを断っていたら、と、

置き換えて見る事と同じです。 

私は、信念をもって申し上げます。今日の世

界は、ロータリークラフ゛の無い世界より在る

事に因って格段に良い世界で在るに違いありま

せん。それほど世界はロータリーを必要として

いるのです。世界は私達の勇気と前向きの思想、

そして理想を必要としています。 

私達は、自分達の行動がもたらす影響のすべて

を知る事は出来ませんが、私達が良い事を行う

ことを選択しました。つまり「趙我の奉仕」で

す。誰もが未来を予測する事は出来ません。し

かし私は、ロータリークラブとロータリアンを

信じています。 

「人類に奉仕するロータリー」を通して、世界

をより良い場所に変えて行く事を・・・と。 

７ページです。  合併・・・・・・その後どう

なっているか。 

会員数が減って十分な活動ができなくなっ

た時の問題提起です。 

 1・ そのまま解散 2・人数が減っても

続ける。3・他のクラブと合併 

そんな事例が2012年に八潮中央と八潮シ

テイロータリークラブが合併して八潮みら

いロータリーが出来ました。そんな風に

2014年に東京福生

ふっさ

ロータリークラブが出

来ました、また、2010年には熊本東ロータ

リークラフ゛が出来たのも、そんな経緯でで

きました。 

１１ページです。ロータリー財団100周年

を祝う。の欄になります。 

岡山東ロータリークラブが「ハートフルミー

ティングイン岡山」を開催し、大学生・短大

生・、専門学校の学生と、市民との交流会が

有りました。岡山保健所の協賛も得て、人権

問題を考える世界エイズデーなどのキャン

ペンもありました。エイズから身を守る

DVDを上映すると、その性感染の蔓延の速

さに驚く学生達が真剣に見てくれたのが印

象的であった。 

１２ページは、尼崎市市制100周年では、

尼崎ロータリークラブのインターシテイミ

ーテングです。その他、広島西南・伊勢崎南・

下呂・大宮シテイ・中津RCなどの活動が見

られます。 

15ページは、ロータリーの情報欄です。 

大分臨海ロータリークラブの「大分県から

パラリンピックを盛り上げよう広場」の支援

や松江南RCの「市民レガッタ開催に合わせ

た財団100周年のイベント開催」がありま

した。 

16ページからは、大きく英語で、「End・

Polio・NOW」です。 

神戸西神ロータリークラブのチャリティコ

ンサートや・栃木西ロータリーの、募金に協

力して頂いて、メダカの配布はユニークで

す。当2780地区でも相模原市でハロウィ

ーン・スティバルがありまして、ポリオの募

金をしました。 

19ページの下の枠です。小野加東ロータリ

ークラブの西村勝彦会員が「私とポリオ」と

題しての、ポリオの体験談です。昭和19年

に、大流行の脊髄性小児麻痺(所謂ポリオ)の

に罹った事。 

20ページ世界のロータリーのニュースで

す。 

ハンガリーのロータリークラブが寝たきり

の患者、圧迫潰瘍(床ずれ)のマットレスをグ 



ローバル補助金を利用して寄贈。・モーリシャ

ス・RC(アフリカ)インド洋の島国です。25周年

記念に村人600人の健康診断を実施しました。

ジャマイカRCは国際沿岸清掃活動です。エルサ

ルバドルロータリークラブは地元のリハビリセ

ンターに車椅子の寄贈です。地図を見るチャン

ス。 

２２ページです。「日本のロータリーが100年

を迎えるに当たって」  座談会です。 

出席者のうち、松宮国際ロータリー理事と神崎

100年史編集委員長は当地区のパストガバナー

です。内容は、1920年に日本で始めて、東京ロ

ータリークラブが創設されました。現在に於いて

も日本最大のクラブです。1923年関東大震災に

頂いた支援や、日本で3回在った国際大会に纏わ

るお話しもあります。また、規定審議会の事では、

その都度会員資格が変わって、1989年に女性会

員がみとめられました事で、女性は伸び伸び育て

られているから女性優位の社会が出来る。それだ

けにもっと女性会員が増えなければいけないと

云う、論旨もありました。 

３０ページ「心は共に」横浜旭RCの熊本支援は、

横浜市から放置自転車100台を払下げて頂き、

新横浜RC・瀬谷RCと協力して一週間掛けて整

備して宇城市に贈呈した地元の話題です。 

36ページ。「よねやまだより」です。今月は、ア

フリカのトーゴの、アドゥアヨムさんです。 

カウンセラーは新発田城南RCの長谷川寿一会員

です。アフリカと日本の懸け橋にと・・・。 

縦のページです。 

昨年の3月26日第2570地区大会の、地区指

導者育成セミナー基調講演から、 

 講師は曹洞宗長徳寺住職 酒井大岳師です。 

標題は、 金子みすずの詩より「与えて生きる喜

び」「善き良きことをなす]という言葉は、お釈迦

様の教えを、一番重みを持って人に語る詩です。

金子みすゞさんの作る詩は、その根源に関わって

いる言葉から出来ています。 

要旨、ご本人は若くして亡くなられましたが、子

供の頃から人のために尽くしたり、善い行いをし

ようという心を胸に持って育った素晴らしき人

でした。 

酒井大岳師は、後年全国から200万円の寄付金

を集めて、金子みすゞさんの子供である「ふさえ

さん」と一緒にネパールヘ行き、「みすゞ小学校」

を２校設立しました。 

9ページはクラブを訪ねて・・・・・今月は半田

ロータリークラブです。 

名古屋から JR東海道線・武豊線又は、名鉄河和 

線で行く、知多半島の中程、名古屋から35

キロのところにある市です。人口は12万で

す。昭和26年の創立と云う古いクラブです。

創立会員はいませんが江戸時代から何代目と

云う醸造家のご当主が多いクラブです。 

１３ページ「友愛の広場です」 

福山赤坂ロータリークラブ会員の麦谷恒雄さ

んから、「成人式を迎えたわがクラブ」昨年に

創立20周年を迎えた福山赤坂RCの地域は、

かつて田園の広がる、ロータリーとは無縁と

もいわれた地域でした。それが、地域のニー

ズを探って、かたくなまで活動をして、ここ

まで成長したのです。創立20周年の記念事

業として、赤坂公民館にソーラー常夜灯の寄

贈、土砂災害にあった赤坂の地域にブルーシ

ート50枚と土のう袋200枚の寄贈したク

ラブの便り。他 

１８ページです。卓話の泉です。 

NTT西日本岐阜支店、高山支店長の白川一公

さんによる、「ワークスタイルの変革」いう標

題です。近年の市場は労働人口が減少し、雇

用形態がどんどん変革しております。 

和歌山東南RCの市川設計事務所の市川会員

「衛星放送における4K8k テレビ受信」 

以上です。 

慶弔関係 

生前の本田会員について   小柴会員 

「私が一番お会いしておりましたが、急な事

で驚いております。要因は「肝硬変」だそう

です。おしゃれな本田さんらしくマスクをし

て見舞いの際も容姿を気にしておりました。」 

ご冥福をお祈り申し上げます。 



卓話 

 みなさん、こんにちは。 

 会を重ねる事、ロータリーを続けて４１回目の

記念例会です。ありがとうございます。 

思い起こせば、長くなりますが、話をさせていた

だきます。先程自分の誕生日をお祝いして頂いた

後に、今度は藤沢東ロータリークラブの誕生日に

ついてお話をさえていただく訳ですが、時間をと

っていただいて光栄に思います。 

 私は、この2月で７８歳になります。仕事を2

１歳から始めて 56 年になります。現在も現役で

社長を務めております。 

昭和 51 年に、藤沢ロータリークラブのメンバ

ーに当藤沢東ロータリークラブをつくってもらっ

たことを覚えております。会員は当初３２名でス

タートしました。当時は女性の入会が認められて

いなかったので男性のみの会員ではじまりまし

た。2 年前には故佐々木保会員と私で記念例会で

語ったことを思い出します。 

佐々木保 第17代会長  須藤修司第19代会長 

1992年当時     1994年当時 

 私一人がチャーターメンバーとして残ってしま

いましたが、もちろんすべてのチャーターメンバ 

ーの方が亡くなったわけではなくて、会を去

ってお元気で社会に貢献されている方も沢山

いらっしゃいます。 創立当初は私も 36歳

で、他の方も企業を起こして間もない方の会

という感じで皆溌剌として、自分の事業と当

クラブの社会奉仕活動を始めたことをはっき

りと覚えております。 

初代会長は石井三郎さんで英語が堪能で、米

国のロータリークラブとの提携も行いまし

た。 

石井三郎 初代会長  林一郎 第 16代会長 

ミシシッッピ州最大の都市であり、州都でも

あるジャクソン市のノースジャクソンロータ

リークラブと提携しました。姉妹クラブとし

て交流を盛んに行いました。 

林一郎さんも職業をもとに石材業として、

米国姉妹クラブへ石灯篭を寄贈したことがあ

りました。 

ミシシッピ川の川くだりを楽しんがことがあ

りました。いろいろな過去の活動を思い出し

ます。 

 私、このクラブで長年お世話になっており

ますが、思うに派閥とかグループも特になく、

非常にお互い平等に、お互い快く、そして一

つの輪ができていると思います。私もこのク

ラブで沢山の友人を作らせていただいており

ます。  

         ・ 

ロータリー財団は100周年でありまして、

当クラブは４１周年です。元々のロータリー

クラブ1905年、今から１１２年前に米国で

始まりました。当時の米国も不況であり、お

互いに奉仕を自覚して活動しようというこで

シカゴで集まったのが始まりと聞いておりま

す。 

 RCも 2月 23日ですが、当クラブも2月

10 日創立ですからお互い寒い時期にできた

のか、と思い出されます。 

その後は皆さまご存知の通り、いろいろな処

へ寄付をしたり、国際ロータリーを通して社

会奉仕を行ったりいろいろな形で活動してお

ります。最後に、最近私が思ったことを添え

て御挨拶としたいと思います。 



実は、日本の経済も過去に比べ良いように見えま

すが、信義一体と言いますか、私は経済の状態は

決して良いとは思えないのです。10 年位前まで

は、国民全てが中産階級と言われていたのが、最

近ではそういうことも語られなくなりました。す

なわち、それは何を物語っているかというと、こ

こにきて貧富の差が日本も激しくなってきた、と

感じております。それを裏付けることとして、国

が興した政策で「生活保護」をみても、1月の発

表では、生活保護者が１６２万人余りと、そのよ

うにすごい数で増えているのが現状で、日本経済

の強弱がすごくありすぎるといことを物語って

いると感じます。みなさんもお気づきだと思いま

す。 

また、今頃は今年の就職も決まりましたが、いろ

いろ感じるのはあまりにも日本が穏やかであっ

て、あたかも豊かな生活を繰り返しているかのよ

うに思い込んで日々をおくっているのでは、と思

っております。  

私が子供の頃は戦争もありましたし、食糧難もあ 

りましたので、「食べ物は残すな」という教

えもありましたが、今は肥満のことを考え如

何に食事を制限するか＝残すか、ということ

があり、時代の流れを感じます。 

さてロータリーとして何を行うか、とうい

うことについては、少子高齢化の時代を迎え

子供が少なくなっておりますが、次代を背負

う子供達に対する教育に受けることもできな

いという環境に非常に多くなっていることも

確かであります。こういう事にロータリーク

ラブとしても注目して、そういうことに支援

することも良いのではないかと私は思いま

す。 

 私は仕事を 21 歳から始めて 56 年目に入

りますが、やはり人様に役に立つものを提供

することに専念しております。製造業として

特許も取得してモノ造りを行っております。

これからも仕事とロータリークラブに邁進し

てまいる所存です。以上でございます。 

ありがとうございました。 

会場：クリスタルホテル5F ボンヌ シャンス 


