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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

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
　芳澤　渉君（13日）

＊夫人誕生日
　本多正彦君（多恵子夫人11日）
　建部卓也君（由香里夫人16日）

＊入会記念日
　壽永純昭君（H4.7.14）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

米山奨学生 ルイ ツ・リンさん（神奈川工科大学）

小林秀男様
（NTT東日本 南関東 神奈川西支店 県央営業支店長）

市井雄二様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区大会のご案内

平成29年9月17日（日）・18日（月/祝）
小田急ホテルセンチュリー・相模女子大学グ

リーンホール
◎厚木市役所　より

・第71回あつぎ鮎まつり大花火大会に係る早朝清
掃への協力について
清掃日時 平成29年8月6日（日）午前6時30分開始
集合場所　本厚木北口広場

※花火大会が6日に延期の場合は　7日（月）
・第29回心と街のクリーン作戦の参加について（依

頼）
平成29年9月16日（土）13：30 ～

集合場所　厚木公園（はとぽっぽ公園）

第2752回例会（7月4日）☆司会　前田賢一SAA

今日の例会（2017 年 7 月 11 日）

「クラブ協議会」
担当：常磐重雄会長

次回の例会（2017 年 7 月 18 日）

「クラブフォーラム」
クラブの変化を考える 入会時（20年前）を振り返って

担当：クラブ研修リーダー 柳田純昭君
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幹事報告

◎ガバナー事務所　より
・地区ＨＰリニューアルに伴い　パスワードの発

行（必要な方は事務局まで）

委員会報告

◎親睦活動委員会
8/1納涼親睦例会がございますので奮っての参加、
よろしくお願い致します。

スマイル

常磐重雄会長・森住　等幹事
2017-18年度がいよいよ始まります。一生懸命会長を
勤めさせて頂くので宜しくお願い致します。

西迫　哲君
一年間ありがとうございました。お陰様で会長職を
無事終えることができました。常磐会長、森住幹事、
一年間宜しくお願いします。又、入会記念ありがとう
ございました。

山口巖雄君
常磐会長はじめ役員の皆様、2017 ～ 18年ご苦労様
です。健康に留意されますよう…。

本多正彦君
新しい常磐年度の始めを寿

ことほ

ぎます。クラブファース
トで良い伝統を重ねて下さい。

本多正彦君
NTTの市井さん、いろいろ御世話になりました。川崎
で御活躍下さい。後任の小林さん、御活躍を期待して
ます。私にとって太田はなつかしい土地です。

吉岡　敏君
常磐・森住丸出航おめでとうございます。若さとリー
ダーシップで厚木RCを宜しくお願いします。一年
間、どっぷりロータリーにつかって楽しんで下さい。

黄金井康巳君
常磐会長、森住幹事、一年間ロータリーを楽しんで下
さい。

壽永純昭君
常磐新会長の舟出を祝ってスマイル。新しい厚木
ロータリーの「カジ」をしっかり導いてください。

西嶌洋一君
常磐会長、髙橋副会長、森住幹事、栗原副幹事、これか
ら一年間身体に気をつけられご活躍を祈ります。

柳田純昭君
常磐会長、森住幹事、いよいよスタートですね。一年
間身体に気をつけて厚木クラブのカジトリを宜しく
お願いします。

小林　透君
常磐会長、森住幹事、一年間よろしくお願いします。
髙橋副会長、栗原副幹事もよろしくお願いします。

SAA 前島憲司君・和田勝美君
今年度SAAを前田と和田副委員の2人でつとめさせ
て頂きます。常磐会長、森住幹事とコミュニケーショ
ンをとらせて頂きながら、常磐年度が充実した年度
となりますよう皆様のご協力をよろしくお願い致し
ます。

前田賢一君
入会記念をありがとうございました。18年目になり
ます。よろしくお願いします。

米山尚登君
常磐新会長、一年間よろしくお願いします。また妻の
誕生祝いありがとうございました。大変喜んでおり
ました。

髙橋　宏君
西迫直前会長、十亀前幹事、1年間お疲れさまでした。
お世話になりました。常磐会長、森住幹事1年間よろ
しくお願いします。

和田勝美君
入会記念ありがとうございます。本年度もよろしく
お願いいたします。

髙橋　浩君
常磐会長、森住幹事、大役一年間楽しく過ごして下さ
い。

石村哲也君
常磐会長、森住幹事、新年度おめでとうございます。
そして一年間よろしくお願いいたします。入会記念
ありがとうございました。

市井雄二君
常磐年度のスタート、おめでとうございます。本日最
後の例会となります。お世話になりありがとうござ
いました。

内山全浩君
常磐会長をはじめ幹事、役員の皆様大変かと思いま
すが一年宜しくお願いいたします。

杉山雅彦君
常磐会長他新役員の皆様、1年間宜しくお願い致し
ます。

プログラム 鈴木茂男君・永井裕敏君
今年度スマイルプログラム出席プログラム委員会の
鈴木、永井です。よろしくお願いします。
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改めまして。第58代目の会長に就任させていただくことになり
ました常磐です。

実は、私は7月4日が誕生日ですので、今日が当日賞ということ
になります。会長になって最初の例会が誕生日というのも、何か
のご縁なのかなと思います。歳は、43歳になりました。厚木ロー
タリーの会長としては若輩だと思いますが、会長職を務める以
上、年齢のことはあまり考えずに、自分らしく1年間楽しんで会長
を務められればと思います。

私の会長年度の最初の例会ですので、会長方針を少しお話ししたいと思います。最初に私と厚木ロータリー
のご縁からお話ししたいと思います。

私は、厚木が地元ではありません。
私の妻の実家が厚木の鳶尾でございまして、妻の母親がニッセイの厚木支店に勤めております。で、私が弁

護士5年目くらいですかね。それまでは確定申告を自分でやっていたのですが、いよいよ忙しくなってきて、確
定申告を頼める税理士を探しておりました。妻のお母さんは顔が広そうでしたので誰かいないかと聞いたと
ころ、高橋宏先生を紹介していただきました。

当時は、ニッセイの支店長さんも厚木ロータリークラブの会員でして、当時は井口支店長という方でした。
この井口さんと高橋先生と二人がかりで、厚木ロータリークラブに勧誘されたのです。当時、私は東京の芝浦
に住んでいました。仕事も新横浜で独立する前で、横浜総合法律事務所という関内にある法律事務所で準パー
トナーをしていました。正直、厚木まで毎週火曜日に食事に行くのは無理なんじゃないかと思いまして、誘わ
れてからもしばらく考えていました。そんな中、入会を決めた理由は二つです。

当時厚木RCには弁護士がいらっしゃらかなったようです。理由はわかりませんが、今まで一人も弁護士の
メンバーが入っていなかったのではないかと思います。クラブに一人も弁護士がいないというのであれば、私
でも多少皆さんのお役に立つかなと思ったことも加入を決めた理由の一つです。

弁護士5年目というのは仕事をひと通り覚えてきて、多少余裕が出たころだったと思います。弁護士の仕事
自体、ある程度公共性があると思うのですが、全く仕事と無縁のところで、ボランティア活動をするのも楽し
そうだなと思いました。

例会 「新年度活動方針」

担当：常磐重雄会長

今日のお花

むくげ（壽永純昭君）
クルクマ（本多正彦君）
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普通はそこでJCなどが候補に入ってくるのでしょうけど、私は今までお話しした流れでいきなりRCに勧誘
されましたので、奉仕活動をするなら昔から知っている妻の実家のある厚木でということになったわけです。

私と厚木のご縁は妻がきっかけです。私は妻とは大学時代から交際しておりました。当時私は21歳位経った
と思うのですが、横浜国立大学の経済学部にいまして、妻は厚木の鳶尾、私は天王町に住んでいました。で、妻
は実家でしたので、私はよく妻の実家で食事などをごちそうになっていました。

鳶尾のあたりに最初に行ったときに、鳶尾山などの森や田園風景が残っていることに少なからず衝撃を受
けました。また、元湯や七沢温泉などが近くにあるのも驚きました。私は千葉の松戸が出身ですが、江戸川沿い
のベットタウンという感じのところで、山というのはあまり周りにありませんでした。ちょっと言い方はあれ
ですけど、妻はこんな観光地的なところに住んでいるのかと思うのと当時に、きれいなところだなと思いまし
た。

箱根は有名ですけど、箱根の手前にこんないいところがあるのかというのが私の厚木の第一印象です。で
も、妻は駅まで遠いとか、田舎だとか言って余りをそれを評価してないように思えました。その印象はロータ
リーに入ってからも変わっていませんで、地元の会員にとっては当たり前の厚木の風景も、私には大変美し
く、貴重な資源に見えています。

ですので、もっと厚木の良さを、県内の方々にも知ってもらいたいというのは、私の中に結構強い感じであ
ります。宮ケ瀬とか七沢とか、大山とか厚木にはいいところがいっぱいあると思うので、そういうこところを
厚木ＲＣとしても、もっと自信をもって発信していって良いのではないかと思います。

少し話は変わりますが、本年度RI会長であるイアンHSライズリー氏のテーマは「ロータリー：変化をもた
らす」です。これを最初に聞いたときに、私が会長をさせて頂くのにちょうど良いテーマだと思いました。

今までお話ししたとおり、私は厚木が地元の人間ではありません。ですので、少し外部から客観的に厚木を
評価できる部分があると思います。それをうまく生かしていければと考えています。もう一つは、この変化を
もたらすというのは、今後のロータリーのあり方なども含めたテーマではないかと思います。

歴代会長の中では比較的若くして会長の職に就くことになりました。こうして森住さんと並ぶとどっちが
会長かわかりません。個人的な感想なのですが、最近の若い人は、団塊の世代やバブル期の方々に比べて、ボラ
ンティア活動に対する興味自体は高いと思っています。それは、ＮＰＯ法人的なものが多くできていたり、経
済至上主義ではなく、本当にやりたいことを模索するような生き方とも無関係ではないと思います。

そういった若い人の奉仕活動に対するニーズを上手く掘り起こせれば、ロータリーが存在意義をもっと発
揮することができると思います。存在意義を発揮できれば、おのずと人が集まると思います。私は、会員増強は
ロータリー活動の結果であって、目的ではないと思っています。

いい奉仕活動をすることで、それに賛同してくれる人が入ってくれるというのが、会員増強の王道ではない
でしょうか？ただ、今まではロータリーは隠匿の美徳的な発想があって、口コミ的な感じでやっていたと思う
のですが、立派なことをしているのですから、もう少しＰＲをしてもよいのではないかと思います。厚木ロー
タリーは立派なことをやっているということの認知度を上げるための工夫は必要なのではないかなと思いま
す。

本年度、ティーボールについては、初めて地区補助金の申請をし、25万円の補助が出ることになりました。
したがって、会の運営資金としては例年と比べて25万円の余力があります。私としては、なにか厚木ＲＣの知
名度を上げるための政策に使いたいと思っています。

知名度を上げるための政策としては、ライオンズ的な標語をつけた看板を作るような桃のあるかもしれま
せんし、それとは違う事業系のものかもしれませんし、さらに言えば、より直接厚木RCを宣伝するようなメ
ディアリレーションのために使うという方法もあるかもしれません。この辺りは各委員長さんなども交えて
何かよいアイディアがあれば上げて頂ければと思っています。

また、少しテーマを変えますが、現状国際ロータリーＲＩは、ロータリークラブについて規制緩和を進めて
います。要は決まり事を緩くして、会員を集めようということです。それを当クラブでも取り入れるかどうか
という問題があります。
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いままで当クラブの事業計画書には、ロータリの標準定款は載っていませんでした。しかし、今年は標準定
款を載せています。これは、標準定款と違うところは細則を定める必要があるからです。ですので、本年度中に
は、私は細則の変更をする必要があると思っています。

私は、基本的には、今までの厚木RCのやり方を変えるつもりはありません。ですので、今までのやり方を明
文化する形での細則変更としたいと思っています。しかし、それ自体が総会で決議いただく事項です。大きく
変えたいと思っている人もいらっしゃるかもしれません。ですので、皆さんにどのような規制緩和がされたの
か、それを踏まえて当クラブの運営をどうしたらよいか。忌憚のない意見を頂ければと思います。

皆様、会社に帰れば、そのような組織を運営するポジションの方々ばかりです。皆さんに自分の会社だと
思って、厚木ＲＣの運営方法について議論していただき、よりよい厚木RCにしていければと考えています。

最後に、とはいっても、ロータリーは、仕事ではありません。本業があって、家族があって、というなかでの
ロータリーとなります。ですので、本業及び家族との関係がより豊かになるような形で、ロータリーがあるの
が自然です。仕事で煮詰まった時に、ロータリーに来て、色々職場以外の人に相談できる。時には仕事で助けて
もらう。仕事以外の奉仕活動をしてきたことを家族に話す機会が増える。家族がお父さんを見る目が変わる。
ロータリー活動に誇りが持てる。日々の生活に張りが出る。そういったいい形でロータリーと関係を持ってい
ただきたいです。そのためには、ロータリーを楽しむ必要があると思います。

楽しみ方はひとそれぞれですから、決まった正解はありません。でも、各自が、時間は取られるけど、「ロータ
リー活動は案外楽しいな。」と、そういう気持ちで参加していただければ、これはもう当クラブは何をやっても
成功が約束されたようなものです。

1年間、メンバーの皆様のお力添えがないと、私一人では何にもできません。是非ともともにロータリーを楽
しんでいきましょう。

出席報告　＜会員 41 名、出席対象 41 名＞

6 月 20 日例会　　確定出席率 87.18％ 7 月 4 日例会　　出席 35 名　欠席 6 名　出席率 85.37％
＜事後メイク＞
　常磐重雄君（6月23日／県央RC）

＜欠席＞
　市川信也君・井上　聡君・近藤憲司君・髙野昌伴君
　前島憲司君・三宅壯平君


