
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1306回 （本年度 35回） 

平成 27年 3月 26 日（木）  
 

ロータリー理解推進月間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   若 狭 滋 則 会場監督 

唱  和 「四つのテスト」 

会員出席報告 戸 張 裕 康 出席委員 

本日の欠席者：古越会員、高木会員、仁上会員 
 

 

会長報告  小 林 正 樹 会長（4 月 2 日） 

１．理事会報告 

２．ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より、米山奨学生の世話クラ

ブ依頼状とカウンセラーの委嘱状・ハンドブック

等が届きましたのでお渡し致します。 

  鈴木次男カウンセラー、宜しくお願い致します。 
 

幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（4 月 2 日）   
１．他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師 RC 

4月 29日(水･祝)・5月 6日(水･振替) 休会 
●川崎中 RC 

4月 28日(火) 休会の予定を通常例会に変更 
5月 5日(火･祝)  休会 

   
２．他クラブ会報の回覧  川崎宮前 RC、 
 
３．次週 4月 9日(木) は、定例早朝例会です。 

ホテル精養軒にて 点鐘 7：30 
お間違えのないようご出席をお願い致します。 

 
クラブフォーラム 
   

テーマ 「社会奉仕について」  
◇徳安 久是会員 

社会奉仕の定義は、ロータリー
クラブやロータリアンの日常の
活動エリア内における人々の生
活の質を高めるための諸活動と
定義されるようです。しかし、
この地域的限定論には、昨今で 

は異論もあるように側聞しています。グローバル化が
超速で進む国に捉われなくなったネット時代では、国

際奉仕分野との区分は今後課題であろうかと思われま
す。ロータリーの社会奉仕は、ロータリークラブとロー
タリアンの社会奉仕に分類され、木にたとえれば大きな
幹がクラブの社会奉仕であり、木の繊維や枝葉といった
ものがロータリアンの社会奉仕と捉えました。一方で、
ロータリアンは種でもあり、新しい社会奉仕の息吹をク
ラブへ引き込む力となっていくのではないかと思いま
す。社会奉仕の内容は、個人生活、ビジネス生活、及び
社会生活の 3分野から構成されているとのことで、今回
自分自身を当てはめてみました。 
私の個人生活での奉仕活動は、生花です。大学のサー

クルで始めた生花は、37 年目を迎えます。教えてくだ
さった師匠が他界した後、指導を引き受ける方が見つか
らず、私が OB会から臨時に指名され、いつの間にか 10
数年経ち現在も指導しています。4月からは、付属の女
子高等学校でも指導することになりました。月に 1度の
お稽古とのこと、兼部も多く、1年を通しても数回程度
のお稽古は、お花をならうと言うより、コミニケーショ
ンの提供であろうと推察します。 
大学の方では、学生からは、謝礼が渡される時もある

のですが、原則受け取っていません。方針は、お花の免
状を取りたいと言うものには、免状は出すのですが、花
を話題にして集まった後輩たちのコミニケーションを
とるお手伝いと位置づけています。現代の若人が 1番苦
手とするコミニケーションがスムーズに取れるように
なる、楽しく集まれる環境づくりに貢献できている事は、
奉仕活動の一環としてやりがいを感じるものです。また、
日本の伝統芸術を若い方々に、少しでも慣れ親しんでい
ただくことに役立つ事は、日本人としての文化の継承と
いう面からも、社会に貢献するものと思っております。 
次に、ビジネス生活の分野では、ファイナンシャルプ

ランナーとしての社会への貢献です。無料相談会等の開
催で、家計についての適切な知識の普及は、社会に大き
く貢献していると思います。私たちが常識と思っていて
も、一般の方々には知られていないことをいかにわかり
やすく説明するかが大事です。ファイナンシャルプラン
ナーの NPO法人の 1会員として、ロータリアンであるこ
とを自覚しつつ普及啓発に努めながら、所属するロータ
リークラブの支援を受けるパターンは、社会奉仕の 1
つの典型的理想パターンではないかと思います。 
最後に私の 1 つの顔である政治家はどこに当てはまる
のか、だいぶ悩みました。ビジネスなんでしょうかね？
政治屋と言われそうですが、仕事と言う事では、本来、
奉仕の塊であるべきですね。ロータリーの規則でも政治
課題は禁止になっています。政治に関係するものは、政
治家としてかかる様々な社会問題について、問題提起し
て解決していくことがロータリアンとして重要なのか
なと思いました。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １８名 ６名 ８５.７１％ 

前々回(3月 12 日)欠席 10名 Make up 4名 ８５.７１％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



◇小泉 正博会員 
前回も話しました情報委員会に

ついて、もう少し付け加えさせて
頂きます。クラブ細則に載ってい
る委員会構成というのは、会員数
が 50人～6、70人くらいの中規模
クラブを想定したものだと言われ
ています。ですから会長になると

きには、殆どの委員会及び委員長を経験し、理事・役
員を一通り務めた後なるわけです。ですから会長とい
うのは卓越した知識を有しており、ロータリーに精通
しているはずだと考えられています。また、各委員会
の委員長になられる会員は、会員数が多いため、おそ
らくその委員会の活動を知悉せずに就任している場合
が多いと思われます。したがって、情報委員会がリー
ダーシップをいかんなく発揮して、或は教育と言って
いいのかもしれませんが、お手伝いをしてやって下さ
いということなのです。だからこの情報委員会という
のは３年委員会で、すべて会長経験者が委員になって
いるわけです。そんなことから、クラブフォーラムは
原則として情報委員会の指導でやる必要があるのです。
次年度は「教育研修の実施」が望まれています。必ず
研修リーダーを任命してくださいとのことですが、従
来の情報委員長でもOKだということからも情報委員会
の重要性がうかがえます。今までのようにあまり機能
しない委員会ではあってはならないということです。
ロータリーでいう情報とは教育の事（例えば新会員教
育などの時にルールを理解してもらうことも大切です
が、ロータリーを好きになってもらうことも大切）な
んだということを胸に留置いていただきたいと思いま
す。また、職業分類委員会も 3年委員会ですが、この 3
年委員会にも、なぜ 3 年かという大きな意味があるの
です。ロータリーの原点を確認するためにも皆さんで
議論をしていかねばならないテーマですが、この件に
ついてはまた別の機会に致しましょう。 
本題に入ります。バイマーヤンジンさんが、チベッ

トで学校建設に携わっていることは皆さんもご存じだ
と思いますが、その一環で、里親制度というものもお
こなわれています。これは、大学に入る生徒の、入学
から卒業までの生活費及び学費を支援しますという制
度です。私は、2009 年 9 月より 2014 年 8 月までの 5
年間、チベット医科大学に入ったサンジョさんという
女性の里親になりました。1年間 5万円です。現地の人
に直接聞いたわけではないので正確なところはわかり
ませんが、その金額で生活費から学費まですべて賄え
るのだそうです。支援を受けるための審査は、入学す
るときも、また在学中もとても厳しいそうです。欠席
や成績が悪いと支援が打ち切られるようです。私が支
援をしたサンジョさんは大変な努力家だそうで、去年
無事卒業し、医者として職に就いたようです。バイマ
ーヤンジンさんのご主人の斉藤さんの報告によると、
中国当局の取り締まりが厳しく、支援の生徒に直接会
うことができなくなってしまったようで、大変苦労し
ているようです。中国当局の同化政策によるものなの
でしょうが、チベット人にとって民族の危機に瀕して
いるようです。でもバイマーヤンジンさん達は、他の
団体が中国当局からの締め付によって教育支援から撤
退していく中、チベット人に対する教育支援を今後も
続けていくとのことなので、私も継続して支援をして
いこうと思っています。 

最後に奉仕活動についてお話したいと思います。去年、
「健康とロータリーについて」いう会員卓話の中でも話
しましたが、ロータリーの活動においては、このような
奉仕活動は、奉仕活動そのものが終局の目的ではないと
いうことを理解して頂きたい。そのような活動を通じて
自分が得たものを、職業に、家庭生活に、地域社会に生
かしていくための訓練ととらえていかねばならないわ
けです。社会奉仕活動はロータリー活動の必要条件では
あるが十分条件ではないということです。つまるところ、
職業奉仕に役立建てていこうということの表れだと思
います。そういう意味においては、I serve につながっ
ていくのかもしれませんが、I serve も We serve も
終局の目的ではないので、どちらがよりロータリー的だ
というような表現は必要ないのです。ただ、昨今では、
人道的な社会活動の方ばかりに目がいってしまい、ロー
タリーの原理原則を忘れてしまっていませんかと言っ
ているわけで、ロータリーは I serve であるべきだ
ということではないのです。そのことは、私個人の意見
ではなく、多くの先輩ロータリアンが訴えている事実で
す。 

 
ニコニコ報告   戸 張 裕 康 親睦委員 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事  
 さくらも咲き、選抜高校野球が始まり、明日からプロ
野球開幕、草野球も、野球シーズン到来、春本番です。
久しぶりの移動例会ですね、楽しみましょう。今日は
ミスター鈴木さん宜しくお願い致します。 

山田 一之会員 
 世界一安全安心と言われてきたルフトハンザ航空が
落ちるなんて驚き(やっぱり格安航空は怖い)ドュセル
ドルフは多くの日本人商社マンがいるところだが亡
くなった人は可哀想。 

宮崎 玲児会員 
 ３月２３日に中原中学校で職業講話を行いました。 
真剣に聴く生徒の姿に感動しました。 

市川 功一会員 
 ２３日(月)、仁上さん、宮崎さんと私で中原中学校へ
行き、職業講話をしてきました。生徒からの感想文が
楽しみです。 

戸張 裕康会員(親睦委員会) 
 大場さんより八海山いただきました! 
もうすぐ桜が満開ですね! 
昨日の二松學舍 VS 松山東の坊ちゃん対決は８４年ぶ
りの松山東に軍配が上がりました。 
本日はクイーンアリスさんありがとう。 

ＳＡＡ一同 
 本日の卓話は社会奉仕委員会のクラブフォーラムで
す。鈴木次男委員長宜しくお願い致します。 
クイーンアリス楽しみにしておりました。 

「みんなニコニコ」  

小泉 正博 会員・都倉 八重子会員・黒澤 穣会員 

鈴木 次男会員・歌崎 勅男会員・松川 正二郎会員 

山本 剛会員・河合  束会員・会田  公雄会員 

原 秀元会員 
 

ニコニコボックス 本日 17,000 円 累計 620,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 75,000 円 


