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国際ロータリー･テーマ

ロータリーは分かちあいの心

今年度会長テーマ
ロータリーは楽しさを分かちあい
　 ロータリーに楽しさを分かちあい
　　　新しい仲間の輪を拡げましょう　皆さまとともに

第2021回例会 2008.4.3

■会長報告 樺澤会長

桜の季節となり、日本各地で桜
が咲いていますが、古事記に記
載されている｢木之花咲耶姫(こ
のはなやさくやひめ)｣が最初富
士山から桜のたねを播いたので
桜になったようです。日本では
古くから桜を愛でる風習があったようで、万葉集に
山部赤人が｢あしひきの 山桜花 日並べて かく咲き
たらば いと恋いめやも｣と詠っています。話は変わ
りますが、｢工業所有権制度百年史｣によれば、明治4
年のことでした。神戸にてイギリスのベース商会の
ビールとその商標を使用したラベルを偽造した事件
がありました。イギリスの公使が抗議し、日本には
このような行為を禁止する法規があるかの問い合わ
せに、政府は｢卑劣之所業｣といって罰したとのこと
です。法律上の根拠もなく取り締まったのは乱暴き
わまりありません。しかし、もっと驚くことは、明
治4年という頃に、日本の職人がビールの製造技術、
ラベルの印刷技術を持っていたということです。日
本のものづくりの伝統は昔から素晴らしいもので、
今後もこの伝統を守っていただきたいものです。

■点鐘：樺澤会長

■司会：
　石山例会運営委員

■お客様紹介：
　神﨑パスト会長

◆ゲスト：
　津久井ＲＣ　山本芳昭様

■斉唱：国家｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：高橋会員

■幹事報告 河野幹事

■国際ロータリー日本事務局：
　2007年手続要覧の受理
　※1冊8ドル(約700～800円)
　希望者を募ります。
■米山梅吉記念館：
　米山梅吉記念館春季例祭について
　2008年4月29日(火)　14:00～
　於　米山梅吉記念館ホール
■東京練馬西ＲＣ：
　地区協議会のプログラム及び部門別協議会の
　リーダー表の受理
　※出席者の方々にメールBOX入れます。
■東京青梅ＲＣ：
　2007～08年度多摩分区ＩＭ報告書の受理
■ガバナー事務所：
・4月のロータリーレート　1ドル＝98円
・再度の日台ロータリー親善会議への登録のお願い
　桑田ガバナー補佐各クラブ6名以上の登録を希望
　※当クラブすでに6名登録済みです。
・2007～08年度会長賞の申請について
　申請希望クラブは4月4日(金)必着のこと
・元財団奨学生の集まりへの案内
　ロータリー･フェローズ東京(ＲＦＴ)春の集い
　“知的交流の夕べ”
　2008年5月26日(月)
　18:30～19:30 講演　19:30～21:00 パーティー
　於　如水会館
・地年度地区ロータリー財団委員会開催の案内
　2008年4月14日(月)　11:00～13:00
　於　椿残荘(地区協議会の前に開催)
■ロータリー財団：
　2008年2月末日ロータリー財団寄付速報�
■次年度社会奉仕室：
　意義ある業績賞受賞｢Ｒ杯争奪東村山中学生野
　球大会｣の奉仕活動の発表依頼について
　地区協議会の協議に関し票記の件を依頼
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本日のニコニコ合計：　 82,000円
　　累　　　計　　：1,410,500円

■當麻会員、竹田会員、
　山本会員、野村会員

■委嘱状授与

■前々回メークアップ修正後
　前々会欠席：2名

■前々回出席率
　メークアップ修正後：95.00％

■前々会メークアップ者：
　林　会員：地区ゴルフ
　石山会員：地区ゴルフ
　神﨑会員：地区ゴルフ
　小林会員：地区ゴルフ
　中丸会員：地区ゴルフ
　野澤会員：地区ゴルフ
　田中会員：地区ゴルフ
　飯田会員：武蔵村山ＲＣ
　山本会員：武蔵村山ＲＣ
　北久保会員：新所沢ＲＣ
　熊木会員：新所沢ＲＣ
　金子会員：所沢中央ＲＣ
　漆原会員：所沢西ＲＣ
　當麻会員：地区会議

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

43 32 1 10 75.00

■出席報告 林例会運営委員

■ニコニコＢＯＸ 山本クラブ管理委員

◆石山会員：1年皆出席です。
　　　　　　妻の誕生日には花束
　　　　　　をありがとうござい
　　　　　　ました。�
◆樺澤会長、河野幹事：
　　　　　　ＦＲＣでは盛況に終えることができ
　　　　　　講師に恵まれたことに感謝申し上げ
　　　　　　ます。
◆土方会員、野崎会員：
　　　　　　ＦＲＣでは古葉講師をご紹介いただ
　　　　　　き盛況に終えることができました。
◆中丸会員、漆原会員、林会員：
　　　　　　2580地区ゴルフ6位でした。
◆石山会員、金子会員、田中会員、相羽会員、
　小林会員、林会員、中丸会員、河野幹事、
　肥沼会員、樺澤会長、野崎(征)会員、
　五十嵐会員、漆原会員、隅屋会員、細渕会員、
　當麻会員、當間会員、戸澤会員
　　　　　　：写真ありがとうございました。

■皆出席：
　戸澤会員
　石山会員(1回目)

■ご結婚祝月：
　隅屋会員、五十嵐会員
　神﨑会員、漆原会員
　金子会員、飯田会員

■会員誕生祝月：
　五十嵐会員、當麻会員
　河野会員、溝井会員

■令夫人誕生祝月：
　河野会員、竹田会員
　林会員

■ガバナーエレクト事務所：
　2008～09年度各地区委員就任について
・地区危機管理委員会委員→野澤秀夫会員
・地区クラブ奉仕室室幹事→當麻誠会員
・地区(クラブ奉仕室)ロータリー情報委員会委員
　→山本智治会員
・地区(ロータリー基金推進室)ロータリー財団委
　員会委員→野村高章会員
・地区(ロータリー基金推進室)米山奨学委員会委
　員→竹田光明会員
■武蔵野女子学院：
　武蔵野女子学院中学校高等学校長の
　退任･就任の挨拶
　田中教照校長→(4/1付)小林五郎校長�
■東村山市防衛協会：
　総会の案内
　2008年4月26日(土)　14:00～
　於　三光寿司
■メールアドレス変更のお知らせ：
　東京小平ＲＣ
　kodaira-rc-since1967@angel.ocn.ne.jp
■回覧：
　｢友｣インターネット速報 No.328、329
　ハイライトよねやま
　あきつ
　人と人
　心の東京革命推進協議会会報21号
　所沢中央ＲＣ週報
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■戸澤会員研修委員長

4月は雑誌月間という事になっており
ます｡読まれざるベストセラーのロー
タリーの友について話させていただ
きます。現在全国のロータリーの会員数が98000人です
ので年間120万部以上発行されており、ベストセラーと
言われる由縁です。
私は青森県の津軽の出身で昭和38年に18才で上京、昭
和58年に会社設立、48歳でロータリーに入会し、現在
に至ります。今日はロータリーの友に載っていた記事
をお話しさせていただきます。
私のところにはロータリーの友は会員研修委員長とい
う事で皆さんより1週間早く着きます。先週来た4月号
には38年前の甲子園で延長18回投げて引き分けになっ
た野球解説者の太田幸司氏が2007年10月21日 2830地区
の地区大会の記念講演で話したことが載っております。
私が昭和38年に四谷の柴田産業という会社へ入り、名
古屋で5～6年経ち多摩営業所へ来た最初の年で、昭和
44年の夏の甲子園で決勝戦が青森県の三沢高校と愛媛
県の松山商業高校でした。それまでは青森県は甲子園
へ出てきてもほとんど1回戦で敗退しておりましたが、
あの時は別でした。
当時私がいた柴田産業という会社は社長が愛媛県出身
で社員も愛媛県出身が多かったのと、他の社員もほと
んど松山商業を応援しており、青森県出身は私一人で
最初は肩身が狭かったような感じでした。延長になり、
三沢高校のピッチャー太田幸司の方が優勢だったとお
もいましたが、18回延長で0対0で引き分け、試合は翌
日に持ち越されて、翌日負けたことが載っています。
その後のプロに入ってからの15年間の挫折と苦悩につ
いて語っております。
座右の銘にしている、松下幸之助の言葉
青春とは心の若さである 信念と希望にあふれ 勇気に
満ちて　日に新たなる活動を続ける限り 青春は氷遠に
その人のものである。
我々の仕事に通じるものがあり、目標と夢をもち続け
ることが大事と教えられました。

奉仕の訓練を施す為に考えられた言わば研究室の実験
としてこれを見るべきであるからである｣と明記されて
いることからもわかるように,ロータリーの社会奉仕や
国際奉仕活動はI serveが原則であり、クラブとして行
う団体奉仕活動は,どのようにして奉仕活動の実践をす
るかが充分理解できない会員に対する教育的なサンプ
ルに過ぎません。
ロータリーは、一人一人のロータリアンが中核となって､
そのロータリアンが影響力を及ぼしている職場や業界
や地域社会の人々を動員して､その協力の下に奉仕活動
を実践することを勧めているのです。これは、ロータ
リアンとしての資格条件は､自分の職場は当然として、
業界や地域社会に強い影響力を持つことが前提になっ
ていることを意味します。
ロータリークラブの役割は、職域や地域社会を取り込
んで素晴らしいプロジェクトを行えるような、卓越し
たリーダーシップを備えた人材を育てる組織だという
ことを忘れてはなりません。また、ライオンズクラブ
の目的はWe serveであることが明記されています。
・ライオンズの性格と目的
ライオンズは国境を越えて、世界をひとつに結び、人
類愛に連なる社会奉仕団体です。その活動は自己の利
益をもたらす為のものではありません。また宗教活動や、
政治上の利益を目的としたものでもありません。勿論、
単なる社交機関や慈善団体でもありません。
純然たる社会奉仕をモットーとした団体で恵あります。
即ちWe serve(我々は奉仕する)これが目的です。(注：
ライオンズは職業奉仕団体ではなく、人類愛に基づく
社会奉仕団体、即ちボランティア団体であり、We 
serveを前提に奉仕することが明記されています。)
・モットー
We serve(我々は奉仕する)
・スローガン
Liberty,Intelligence,Our Nations Safety
(自由を守り、知性を重んじ我々の国の安全をはかる)
Liberty　　　 自由
Intelligence　知性
Our　　　　　 我々の
Nations　　　 国の
Safety　　　　安全
(注：Liberty,Intelligence,Our Nations Safetyのそれ
ぞれの頭文字を組み合わせるとLIONSとなります。)
以上のことからロータリークラブとライオンズクラブ
の違いを述べさせていただきました。

■卓話

■紹介者：土方パスト会長

■當麻パスト会長

｢ロータリークラブとライオンズクラ
ブの違い｣
まずこの違いを述べるにはロータリー
クラブにおいては｢決議23-34｣について理解をして頂き
たいと思います。第一条｢ロータリーとは｣から第六条
の｢クラブが行う社会奉仕活動の指針｣までとなっており、
ロータリークラブがＩ serveであることが明記されて
おります。
決議23-34、6条g節に｢クラブがひと固まりとなって行
動するだけで足りるような事業よりも、広く全てのロ
ータリアンの個々の力を動員するものの方がロータリ
ーの精神にかなっていると言える。それはロータリー
クラブでの社会奉仕活動は,ロータリークラブの会員に ■点鐘：樺澤会長

■第10回(4月度)理事・役員会

■3月度収支明細報告書：
　承認されました。
■クラブ細則改正について
　方針は承認
　10日前に会員に郵送(4/7予定)
　4月17日の第3例会の前段を臨時総会として承認
　いただく
■ラジカセの購入・プリンターについて
　ラジカセ購入済み
　プリンター新規購入承認(レーザープリンター)


