
小　林      透
髙　橋  　宏
西　迫  　哲
黄金井  康巳
滝　澤  　勇

2012～ 2013　国際ロータリー会長　田　 中 　作 　次

奉仕を通じて平和を

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　丸田隆弘君（4日）

点鐘　…小林　透会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

菅原光志様（国際ロータリー第2780地区ガバナー）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・地区大会記念ゴルフコンペのご案内

日時：10月15日（月）8時スタート（受付7時～ 8時）
場所：相模カンツリー倶楽部
参加募集：140名（35組）
プレー費：20,000円
参加費：5,000円

◎益財団法人　米山梅吉記念館より
・館報
・秋季例祭

日時：19月15日（土）　　14時~　
場所：米山梅吉記念館ホール
講演：講師　渡辺玉枝氏（アルピニスト）　

「私の登った外国の山々」
アトラクション：ひとり語り 菊池寛作

「藤十郎の恋」大塚良重氏（女優）
・賛助会ご入金のお願い

全国1人100円募金運動
賛助会　お一人年間3,000円

幹事報告

◎例会変更　
＊寒川RC

・移動例会「新会員歓迎会」
日時：9月3日（月）

場所：寒川商工倶楽部
・休会　　9月17日（月）

◎週報
1. 座間RC
2. 相模原南RC
3. 相模原グリーンRC

委員会報告

親睦活動委員会
12月11日クリスマス例会のお知らせ

スマイル

菅原光志 ガバナー
本日は楽しい公式訪問にして行きましょうよろしく
お願いします。

壽永純昭 ガバナー補佐
公式訪問です。会員諸兄のご意見をガバナーにお聞
かせください！

小林　透会長・髙橋　宏副会長・黄金井康巳副幹事
菅原ガバナーの御来訪を歓迎いたします。本日はよ
ろしくお願い致します。

山口巖雄君
菅原ガバナーご苦労様です。本日は宜しくご指導下
さい。残暑厳しいのでお体に気をつけて下さい。

山本淳一君
菅原ガバナー様きょうはご訪問ありがとうございま
す。ご指導よろしくおねがいいたします。壽永ガバ
ナー補佐様ごくろうさまです。

本多正彦君
菅原光志ガバナー、２月の第６グループIMではお世
話になりました。本日もよろしく御指導下さい。たま
たま先週ホノルルRCが第5000地区ガバナーの訪問

第2527例会（8月28日）☆司会　西嶌洋一 SAA

今日の例会（2012年 9月4日）

「新世代のための月間」
担当：新世代奉仕委員長

次回の例会（2012年 9月11日）

「未　定」
担当：板井浩司君



日で出席して来ました。ごく平常な運営でした。97
年の歴史のあるクラブでも、ひと昔前と比べ会員も
ほぼ半減の200名強、会長はじめ女性が活発でした。

会田義明君
栗原さん、森住さん本日は入会大変おめでとうござい
ました。お２人には日頃より大変お世話になっており
ます。今後はロータリー活動を通じロータリアンとし
て末長くお付き合いよろしくお願いいたします。

小林　透会長・髙橋　宏副会長
先日の納涼親睦例会は多数の皆様の参加大変ありがと
うございました。担当の委員会の皆様ごくろうさまで
した。当日髙橋は所用で不参加ですいませんでした。

親睦活動委員会一同
先週は納涼親睦例会に総勢48名たくさんの会員・会
員のご家族にご参加頂きありがとうございました。
暮のクリスマス会も親睦活動委員会一同皆様のご参
加お待ちしています。

滝澤　勇君
今年の納涼親睦例会はリラックスして楽しめまし
た。髙橋委員長をはじめ親睦委員会の皆様ありがと
うございました。妻の誕生日にお花をありがとうご
ざいました。

井手一幸君
納涼例会に出られなかったのに先週日曜北海道マラ
ソン（札幌）を呑気に走ってきました。皆様も（きっ
と）遠い厚木の地から声援を送ってくださったであ

ろうことに感謝しスマイルします。（笑）

本多正彦君
柳田年度（2010 ～）よりの懸案のクラブホームペー
ジのリニューアルがスタートしました。有難うござ
いました。当時クラブ広報の総括でしたのでホッと
しました。月曜日に週報が見られると良いですね。

田口周介君
本年もヌーヴォーのご案内をさせていただきます。
産地は今年春先に雨が続きその影響で収穫が少ない
見込みだそうですが、8月からさんさんと太陽がふ
りそそぎ品質は大変良い出来になるだろうといわれ
ています。是非お楽しみ下さい。少し早いですがご用
命の方は来週までに頂戴できれば幸いです。

平沼義幸君
家内の誕生日のお花をありがとうございました。

丸田隆弘君
お祝いありがとうございます。皆様のおかげでなんとか事務
所を続けていけております。すいません本日は早退します。

今　和宏君
本日は妻の誕生日を祝っていただきありがとうござい
ます。先日家族で納涼親睦例会に参加させていただきま
した。早くもスカイツリーに行けたと大変よろこんでい
ます。妻にとってよい誕生日プレゼントになりました。
ありがとうございました。

小林　透会長・髙橋　宏副会長
栗原さん、森住さん、ご入会おめでとうございます。

ガバナー公式訪問

担当：小林　透会長

菅原光志様（国際ロータリー第2780地区ガバナー）

元気あるクラブとはどの様なクラブを言うので
しょうか

例えば、人間に例えると元気イコール健康な人と
なりますが、世界保健機構は健康について、その憲章
で「健康とは、病気でないと言うことではない。何事
に対しても前向きの姿勢で、取り組めるような精神、

肉体、そして社会適応状態をいうのです。」とうたっ
ております。ここで仮に健康をロータリーに振り替
えてみると、どうなるのでしょうか、次のようになる
のではないでしょうか。
「ロータリーでは、例会にただ出席しているだけで

は駄目である。社会のニ―ズに対して奉仕の理想に



燃えて、前向きの姿勢で、取り組めるような精神、肉
体、そして社会的適応をもっていかなければならな
い」と言う事になるでしょう。要するにアクティブな

「やる気」のあるロータリアンでなければならないと
思うのです。この様な元気あるクラブをつくる為に
はクラブを活性化していかなければなりません。で
は活性化しているクラブとはどの様なクラブを指す
のでしょうか

「例会の出席率が高いクラブ」
「会員増強が良くできているクラブ」
「退会する会員が少ないクラブ」
「いろいろな奉仕活動に

出席される会員が多くいるクラブ」
「親睦活動が良くできているクラブ」
「会員のバランスがとれているクラブ」
「若い会員が多いクラブ」

まだまだこの他にもありますが、この様なクラブが元
気の良い活性化しているクラブではないでしょうか。

クラブを活性化しようとするならば、いくら会長
が「激」をとばしても活性化には繋がりません。それ
はひとり一人の会員が自覚「やる気」をもつことで
す。自覚を促すにはまず、現在抱えているロータリー
の問題、地区、クラブの問題を理解してもらうことか
ら始めなければなりません。

例えば　「クラブ会員増強・維持」
「魅力ある奉仕活動のプログラム・計画の立案」
「例会の重要性と多様性の理解」
「若い会員の必要性」
「ロータリー情報の重要性」

そしてロータリーのこころ等、理解していただき活
動していけば、活性化に繋がっていくことでしょう。

ロータリーのこころとは何でしょうか。綱領で強調
されている「奉仕の理想」と「親睦」であります。ロータ
リーは大きく変革しております。しかし変わってはな
らないものがあります。それはロータリーの両輪とい
われておる奉仕の理想と親睦であります。

奉仕の理想は時たま「サーヴィスの理念」と言われ
ますが、さておきロータリーには二つの奉仕理念が
あり、そのひとつは職業奉仕の理念であり「最もよく
奉仕する者、最も多く報いられる」であり、もうひと
つは人道的奉仕活動の理念であり「他人のことを思
い遣り、他人の為につくす」ということです。

親睦とはどの様な事なのでしょうか、お互いに良く

知りあうこと、そしてお互いが尊敬し合えるようにな
ることであり、そしてお互いに「相手の身になって考
える」という修錬を積むことではないでしょうか。
「ロータリーの親睦は、クラブの中にロータリー

と言う奉仕の心が、すくすくと育っていけるクラブ
の土壌を作る事であって、単なる親睦で終わってし
まってはならない。」従いまして、本当の意味でクラ
ブの親睦が出来ているクラブは、ベテランロータリ
アンと新人ロータリアンとの間は極めて良い関係が
保たれており、新人は先輩の意見をよく拝聴し、一方
先輩も折に触れ後輩の指導にあたっております。我
がクラブは、古参の方々が威張っていて、我々若い者
は隅の方にいるしかないとか、逆に、ロータリーも知
らないくせに、若い者が適当にやっていると会長幹
事をいじめるとか等の苦情も耳にしますが、本当の
親睦が行われていれば、クラブ全体がロータリーの
奉仕の理想に向って、一丸となって活動され元気な
クラブになることでしょう。

オリンピックの水泳競技をテレビで見ていて思っ
た事があります。

背お泳ぎの入江選手が銀メダルをとりスピーチし
た内容です「銀メダルは私がとったのではありませ
ん。27名のチームメートがチームの絆、仲間意識が
あり普段からの応援や協力があればこそ、まして当
日客席から声が出なくなるほどの声援をしていて下
さるからです」仲間意識で「メドレーリレーは必ず良
い成績で終わりますよ」とおしゃておりおりました。

結果、男性は銀メダル、女性は銅メダルをとりまし
た。水泳チームとしては近年にない11個のメダルを
獲得したのです・まさにチームの絆と仲間意識の勝
利だと思います

このことはロータリークラブに当てはまる事が出
来ると思います。ロータリークラブは会員がクラブ
チームの絆、仲間意識をひとり一人がもち「人の為に
生きよう」「人の為に何かしよう」そして「自分の生
き方を決めよう」の考えのもとにクラブで活動して
いくのです。そして、仲間が（友達）でき仲間意識が出
来てくるのです。さらに、地区に、国に、世界にと広
がって行くのです。ですからロータリーは１０７年
続き、150年200年と続いていかなければなりません。

それがロータリーの魅力です。
私にとってロータリーは「人生の勉強の場」であり

この歳になってもガバナーとしての責務を果たす目
標があるということは、大変素晴らしいことで、各ク
ラブの公式訪問が、始めてお会いする方も、久しぶり
にお会いする方もおり、楽しくて、楽しくてたまりま
せん。おおいにロータリーを楽しみ、元気に日々を送



らせていただき感謝しております。

懇談会

新会員紹介

ふ り が な もりずみ　ひとし
氏 名 森住　等 君
事業所住所 〒 243-0211　厚木市三田 3650
推 薦 者 壽永純昭
勤 務 先 ㈱三田造園土木　専務取締役
職 業 分 類 造園業
趣 味・ 特 技 読書

ふ り が な くりはらよしゆき
氏 名 栗原良幸 君
事業所住所 〒 243-0018　厚木市中町 4 － 3 － 8 － 201
推 薦 者 小林　透
勤 務 先 ㈲栗原新聞店　代表取締役
職 業 分 類
趣 味・ 特 技

入会式

出席報告　＜会員40名、出席対象36名＞

8 月 7 日例会　　確定出席率 91.67％ 8 月 28 日例会　　出席 33 名　欠席 4 名　出席率 88.89％
＜欠席＞
　西迫　哲君・米山尚登君・黒栁告芳君・金沢文明君


