第 2 8 4 5 回（ 第 1 3 回 ）例 会

前回 2844 回例会記録

2021 年 12 月 19 日（日）※ 12 月 18 日（土）振替
会場 ローズホテル 2 階
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.
９.

点
鐘
合
唱
ゲ ス ト の 紹 介
ビジターの紹介
スマイルの発表
出 席 報 告
会 長 報 告
幹 事 報 告
卓
話

クリスマス例会

伊藤雄一郎
合 唱 委
伊藤雄一郎
親睦活動
親睦活動
出 席 委
伊藤雄一郎
福本
学

会 長
員 会
会 長
委員会
委員会
員 会
会 長
幹 事

受 付 開 始 13：30
例 会 開 始 14：00
懇親会開始 例会終了後

令和 3 年 12 月 11 日（土）
点

鐘：伊藤

合

唱：「赤鼻のトナカイ」

会

員

数

本日出席数

ゲスト：野口

雄一郎 会 長
47（38）名

本日出席率

82.5％

33（30）名 11／20分修正出席率

78.94％

（内オンライン 0 名）

隆史

様（神奈川 RC・国際ロータリー

2590 地区 地区奉仕プロジェクト委員長）
ウジャール 様（日本大学 松戸歯学部教授）
ビジター：樋口

明

様（ガバナーノミニー 神奈川 RC）

		

齋藤

貢一

様（横浜中 RC）

		

鈴木

紀子

様（横浜西 RC）

◆次回（2022 年 1 月 8 日（土））例会予告◆

会
長
年男年女

年頭所感
年頭所感

会場 ローズホテル３階
会長 伊藤 雄一郎
年男 武居 正則 会員
角井 幸一 会員
鳥山 直樹 会員
福本
学 会員
《合唱歌詞》

◎今週メークアップへ行った会員
12 ／６ 地区インターアクト委員会（岸会員）

≪会長報告≫

伊藤

雄一郎

会長

１．本日例会後、年次総会を開催いたします。皆様宜し
くお願いいたします。

作詞

元東京ＲＣ

元京都ＲＣ

奉仕の理想

作曲

奉仕の理想に
集いし友よ
御国に捧げん
我等の業
望むは世界の
久遠の平和
めぐる歯車
いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
ロータリー

２．12 月 9 日（木）ソシア 21 にて、2021‐2022 年度地
区ロータリー財団補助金管理セミナーが開催されま
した。青木会長エレクトにご出席いただきました。
ありがとうございました。

≪幹事報告≫

福本

学

幹事

１．本日年次総会後、10 階にて被選理事会を、開催い

英一

前田和一郎

萩原

たします。ご出席いただきます、次年理事・役員の
皆様、宜しくお願い致します。またその後、第６回
理事会を開催いたします。ご出席いただきます理事
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の皆様宜しくお願いいたします。

くのクラブが会員による奉仕にその機会を与えるものと

２．本日例会前 10：30 より 10 階にて、創立 60 周年実

して、さまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下

行委員会が開催されました。ご出席いきました委員

に掲げる諸原則は、ロータリアンおよびロータリークラ

の皆様ありがとうございました。

ブの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリー

３．次回例会ですが、12 月 18 日（土）を 12 月 19 日に

の方針を明確に表すものとして適切であり、また管理に

振り替えて、
「クリスマス例会」を開催いたします。

役立つものであることを認め、これを採用するものであ

会場は 2 階

る。
」
（2019 年手続要覧

点鐘は、14：00

受付開始は、13：30

p.2）

より行います。また、12 月 25 日と１月１日の例会
は休会となります。お間違えの無いようお願いいた
します。

これに続いて「以下に掲げる諸原則」が数多く掲げら
れています。今回はその全てを紹介することはいたしま

４．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細
は事務局にお問い合わせください。

せんが、当時、ロータリークラブ創立以来の原理原則、
すなわち職業人として秩序を健全化し経済的自立を目指
すことで社会に貢献しようとする「理論派」と、対外的

≪委員会報告≫

な奉仕活動を行ってロータリーの社会的信用を高めよう

・ロータリー財団委員会

武居

正則

委員長

とする「実践派」が対立しており、両派の調和を図るた
めに提案されたのがこの 23-34 です。

福本学・萩生田義久、各会員よりご寄付頂きました。

ロータリーの友 2021 年５月号、６月号の「連載コミッ
ク（漫画）
」にわかりやすく解説されていますので、皆

・米山記念奨学委員会

蒲

隆夫

委員長

様もぜひご覧になってください。

福本学・萩生田義久、各会員よりご寄付頂きました。

【クラブ奉仕】
「奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機

≪卓話≫

能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動

はじめまして「奉仕プロジェクト委員会」です。

に関わるものである」
（2019 年手続要覧

p.4）

国際ロータリー 2590 地区
地区奉仕プロジェクト委員長
野口

隆史

様

クラブ奉仕は、ロータリーの奉仕活動の中枢を担うも
のであり、他の全ての奉仕活動が効果的に運営されるた
めの基礎となるものです。例会、親睦活動等、クラブの
マネジメントや会員相互のコミュニケーションを図り、
全ての奉仕活動の活力源となります。

【職業奉仕】
「奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門
職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重さ
れるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わ
る中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つもの
である。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自
分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の

【ロータリーの五大奉仕】

手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが

ロータリーの奉仕について語る上での前提となるの
が、1923 年のセントルイス国際大会で採択された、ロー

開発したプロジェクトに応えることが含まれる」
（2019
年手続要覧

p.4）

タリー活動の根源的な指針である決議 23-34 です。その
これはアーサー・フレデリック・シェルドンが提唱し

文言を以下に紹介します。

たものであり、職業奉仕は彼の考え方を、ロータリーク
「ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンの

ラブとしての解釈を加味して受け入れ、今日に引き継い

すべてがその個人生活、事業生活、および社会生活に奉

でいる他の奉仕団体とは異なった独自の奉仕理念です。

仕の理念を適用することを奨励、育成することである。

職業人が自らの事業の継続的な発展を願うことは当然

この奉仕の理念の適用を実行することについては、多

です。企業経営によって利益を得ることも当然であり、
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決して卑しいことではありません。しかし合法的でない

ロータリーの青少年奉仕への取組みは、前出の 1923

方法や道徳的でない方法や、他人から批判を浴びるよう

年のセントルイス国際大会において「善良で健全な市民

な方法で一時的に大きな利益をあげたとしても、それは

を育てる」ことを目的とした青少年奉仕活動が討議され、

長続きするものではありません。シェルドンは自らの事

社会奉仕委員会の小委員会として発足したことが始まり

業を継続的に発展させるための学問的な企業経営の理念

です。

と実践方法を考え出して、それをロータリーの職業奉仕
理念として提唱したのです

その後 1962 年に 14 歳から 18 歳を対象にした「イン
ターアクト」が RI の常設プログラムとなり、1968 年に
はインターアクトを補完する意味で 18 歳から 30 歳を対

【社会奉仕】

象にした「ローターアクト」が、1971 年にはオースト

「奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地

ラリアで始まった「RYLA」が、そして 1972 年にはヨー

域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高める

ロッパを中心に行われていた「青少年交換」が、それぞ

ために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざま

れＲＩの常設プロクラムとなり現在に至っています。

な取り組みから成るものである」（2019 年手続要覧

1996 ～ 1997 年度には「子どもたちがお母さんの胎内に

p.4）

宿っているときから、私たちは彼らに関心を持たなけれ
ばいけない。
」という考えから対象を０歳から 30 歳とし、

社会奉仕は、クラブの所在地域内または行政区域内に

「新世代」という言葉が採用されました。そして、2010

居住する人々の生活の質を高めるために、時には他の団

年４月の規定審議会において「新世代奉仕」という奉仕

体と協力しながら会員が行うさまざまな取り組みです。

の第５部門を創設することが承認されました。その後、
2013 年４月の規定審議会において「新世代奉仕」が再

【国際奉仕】

び「青少年奉仕」に改められ現在に至っています。

「奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読む
ことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けるこ

【地区委員会構成の変遷】

とを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに

CLP という言葉はご存じかと思います。これは「Club

協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、

Leadership Plan」の略で、クラブ運営を簡素化するこ

功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国

とによって奉仕と親睦に集中するためのより多くの時間

際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動

を会員に与えるために効果的なクラブ管理の枠組みを提

から成るものである」（2019 年手続要覧

供するものとされています。

p.4）

CLP を 地 区 に 適 用 す る も の が DLP（District
国際奉仕は、国際理解、親善、平和を推進するために
実施する全ての活動を言います。

Leadership Plan）です。クラブの活性化を促すために
地区が率先して採用し運営の合理化を図るために 2019

初期のロータリーには今日の人道的奉仕活動を主体と
した国際奉仕の概念はありませんでした。しかし、第一

～ 2020 年度より委員会の統合に着手しました。しかし
本年度は再び委員会組織の見直しが行われています。

次大戦中の１９１７年頃より米国やカナダ、ヨーロッパ

先ほども申し上げた通り「クラブ奉仕」はクラブの円

のロータリークラブが各地の避難民や傷病兵、復員して

滑な運営と親睦を図るものであり「職業奉仕」は会員各

くる軍人に対するボランティア活動や物資援助を行うな

自の職業倫理観を鼓舞するものであります。

ど歴史的背景を受けて、「奉仕の理想に結ばれた、事業

一方「社会奉仕」
「国際奉仕」
「青少年奉仕」は、対外

と専門職務に携わる人および地域社会のリーダーの世界

的な奉仕活動を行うものであり、RI が推し進めている

的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する」

公共イメージ向上につながる活動です。このような観点

という国際奉仕の概念が生まれました。

から、
この３つの奉仕をひとくくりにして「奉仕プロジェ
クト委員会」が誕生したのです。

【青少年奉仕】
「奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活

【効果と目的】

動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクト

まず地区の委員会統合は各クラブの負担軽減につなが

への参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロ

ります。2018 ～ 2019 年度以前は「クラブ奉仕」
「職業

グラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好まし

奉仕」
「社会奉仕」
「国際奉仕」
「青少年奉仕」と５つの

い変化がもたらされることを認識するものである」
（2019

委員長会議が開催されていましたが、
それが本年度は「ク

年手続要覧

ラブ活性化セミナー」と「クラブ奉仕プロジェクト委員

p.4）

長会議」の２回に集約されました。
（ただ、クラブ奉仕
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プロジェクト委員長会議は新型コロナ第 5 波の影響で中
止となりましたが‥‥）

≪今月のお祝い≫

また前年度までの「奉仕委員会」は、旧職業奉仕委員
会の事業分掌についても担っておりましたので、会員個
人の心の内にある奉仕の理念と公共イメージ向上のため
の奉仕活動という正に決議 23-34 が必要となるような委
員会であり、情報発信が難しく解りにくい委員会であっ
たと思います。
ということで本年度「奉仕プロジェクト委員会」は「社
会奉仕委員会」
「国際奉仕委員会」「青少年奉仕委員会」
の３委員会と、
さらに青少年奉仕委員会の下に「インター
アクト委員会」
「ローターアクト委員会」「ロータリー青

《12月結婚記念日》

少年交換委員会」
「ＲＹＬＡ委員会」の４つの委員会が

蒲

設置されており、活動は非常に多岐にわたりますが、対

伊藤雄一郎

外的奉仕活動に特化し、会員同士また青少年と共に汗を

宮田

流す活動を支援するものです。

坪居みか子

隆夫
彰久
各会員

奉仕活動で汗を流すことは、クラブを活性化し、クラブ
に所属する満足度を高め、クラブの公共イメージ向上につ

《12月入会記念日》

ながり、ひいては会員増強につながると考えております。

髙橋

常男

2017・12・２

永島

克政

2020・12・５

以上、
ロータリーの「奉仕」と本年度地区奉仕プロジェ

齋藤

久夫

2020・12・５

クト委員会についてお話しさせて頂きました。横浜南

小原

淳

1997・12・６

ロータリークラブにおいてますます充実した奉仕活動が

角井

幸一

2010・12・11

行われることを祈念し、また地区委員会へのご理解・ご

澤田美穂子

2019・12・14

協力をお願いして卓話を終了致します。

北島

1989・12・16

《プロフィール》
野口

達也

《12月誕生記念日》

隆史（のぐち

たかし）様

松井

俊彦

横浜市瀬谷区生まれ

渡邉

義隆

1984 年３月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業

北島

達也

1991 年４月

野口隆史税理士事務所開業

坪居みか子

2005 年５月

神奈川ロータリークラブ入会

2008 〜 09 年

度神奈川ロータリークラブ幹事

2011 〜 12 年

度国際ロータリー第 2590 地区

年

月

2013 〜 14 年

≪スマイルレポート≫
野口隆史様（第 2590 地区地区奉仕プロジェクト委員長・
神奈川 RC）：本日は岸プログラム委員長の甘い誘惑をお

度国際ロータリー第 2590 地区

受けして卓話に参りました。よろしくお願い致します。

2016 〜 17 年度

神奈川ロータリークラブ会長

2017 〜 18 年度

国際ロータリー第 2590 地区

樋口明ガバナーノミニー（神奈川 RC）
：本日はお世話に
なります。よろしくお願い申し上げます。
齋藤貢一様（横浜中 RC）
：伊藤会長、本日はお世話にな

地区補助金委員会委員長

2019 〜 20 年度

国際ロータリー第 2590 地区

2021 〜 22 年度

ります。
鈴木紀子様：伊藤会長の勇姿を見にやっとうかがうこと

地区補助金委員会委員長

ができました。あと半年頑張って下さい。本日はお世

国際ロータリー第 2590 地区

話になります。

奉仕委員会委員長
2020 〜 21 年度

各会員

ロータリー青少年交換委員会委員長
青少年奉仕委員会委員長

2018 〜 19 年度

各会員

伊藤雄一郎会長・小野哲副会長・福本学幹事：国際ロー

国際ロータリー第 2590 地区

タリー 2590 地区

奉仕委員会委員長

口隆史様、本日の卓話よろしくお願い致します。日大

国際ロータリー第 2590 地区

地区奉仕プロジェクト委員長

野

松戸歯学部教授のウジャール様、ようこそいらっ

奉仕プロジェクト委員会委員長

しゃいました。例会お楽しみください。樋口明様ガバ
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ナーノミニー、横浜中ロータリークラブ
横浜西ロータリークラブ

齋藤貢一様、

ました。本日は地区奉仕プロジェクト委員会の野口委

鈴木紀子様、ようこそい

員長の卓話宜しくお願いします。

らっしゃいました。例会楽しんでいってください。

佐藤一明会員：国際ロータリー 2590 地区、地区奉仕プ

蒲隆夫会員：①明日 12 月 12 日は、米山面接選考試験で

ロジェクト委員長

す。タフな一日となりそうです。②結婚祝い。
松宮宏行会員：地区奉仕プロジェクト委員長

野口隆史様、本日の卓話宜しくお

願い致します。神奈川 RC

野口様、

樋口明ガバナーノミニー、

横浜中 RC 齋藤貢一様、横浜西 RC 鈴木紀子様、よう

卓話よろしくお願いします。ガバナーノミニーの樋口

こそお越しくださいました。我が横浜南 RC の例会ぜ

様ようこそいらっしゃいました。

ひお楽しみ下さい。

水谷透会員：地区奉仕プロジェクト委員長

野口隆史様、

小原淳会員：入会祝い。

本日の卓話宜しくお願いします。ガバナーノミニー樋

宮田彰久会員：結婚祝い、ありがとうございます。

口明様、ご出席ありがとうございます。

伊藤雄一郎会員：結婚祝い、素敵なお花をありがとうご

川﨑智晴会員：①地区奉仕プロジェクト委員長

野口隆

ざいます。

史様、今日は卓話を聞きたかったですが、放浪の旅に

青木理会員：54 歳になりました。

出ているので申し訳ありませんが、出席出来ません。

松井俊彦会員：今後ともよろしくお願い致します。

②ガバナーノミニー樋口明様、ようこそいらっしゃい

澤田美穂子会員：入会して、２年が経ちます。あっとい

ました。

う間でした。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

岸厚子会員：地区奉仕プロジェクト委員長

野口様、本

齋藤久夫会員：入会祝い。

日卓話なのに大遅刻します。すみません。

平野忠弘会員：スマイルに協力して。

田島文男会員：次週のクリスマス例会楽しみましょう。

鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

角井幸一会員：①国際ロータリー 2590 地区、地区奉仕

武居正則会員：スマイルに協力して。

プロジェクト委員長

野口隆史様、ようこそお越しい

田村清会員：スマイルに協力して。

ただきました。②入会祝いをいただきました。ありが

美松寛昭会員：スマイルに協力して。

とうございます。

澤田美穂子会員：スマイルに協力して。

髙橋常男会員：①本日は、日大（松戸）歯学部教授友人

本日のスマイル

35 件

ウジャールさん（英語学・生化学担当）をつれて参り
ました。宜しくお願い致します。②入会祝い。

（今月の会報担当

渡邉

洋子

会員）

小野澤寿一会員：角井さん、川﨑さん、蒲さん、先日は
ありがとうございました。とても楽しかったです。

◎スマイルリクエスト

井原裕一会員：先日は神奈川ロータリーの例会に初めて

小倉

伺いました。ローターアクト時代の仲間だった三橋さ

週

日

ボーイ」がすぐに思いつきました。

例会プログラム予定表

テーマ
会
長
年男年女

年頭所感
年頭所感

ガバナー「ダニーボーイ」

音楽が好きで、リクエストは？聞かれたので「ダニー

んのイニシエーションスピーチを聞き、懐かしく思い

２０２２年１月

正

スピーカー
会長
年男

伊藤
武居
角井
鳥山
福本

紹介者

雄一郎
正則会員
幸一会員
直樹会員
学 会員

会長 10 分
年男各 5 分

１

8

２

15

南区の治安情勢について

横浜南警察署
署長 北村 正 様

３

22

もう一つのオリンピック
～スペシャルオリンピックスの活動紹介～

認定 NPO 法人
スペシャルオリンピックス
日本・神奈川
会長 剱持 睦子 様

４

29

仮）ワインの紹介と試飲

島 太郎
社会奉仕委員長

日本ソムリエ協会副会長
株式会社横浜君嶋屋
代表取締役
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きみじま

君嶋

さとし

哲至

備考

様

同行者
生活安全課課長
堂下 悟志 様

水谷

透

会員

同行者
理事 吉備 カヨ 様
事務局長
山ノ内 尊雄 様

水谷

透

会員

夜間例会
ワインの試飲あり

第６回 理 事 会

議事録

2021 年 12 月 11 日

議案及び決議事項
１．1 月例会プログラムの件
原案通り承認。１／ 15 新会員岩﨑様入会式予定。１／ 29 夜間例会、プログラム委員会予算か
ら

円支出で承認。

２．クリスマス例会の件（親睦活動）
例会プログラム原案通り承認。
３．社会福祉法人
例年通り

いのちの電話 「クリスマス・歳末募金」の件（社会奉仕）
円協賛で承認。

４．お三の宮日枝神社 御鎮座三百五十年奉祝記念事業の件（社会奉仕）
蒲会員に確認の上、会長一任で承認。
５．セネガルとベトナム向け誤字率向上支援図書寄贈プロジェクトの件
国際奉仕委員会にて審議で承認。
６．10 月会計確認の件
松宮会計よりご報告、承認。60 周年事業の会計処理方法を検討。
７．IM の件
４／２（土）12 時 30 分点鐘、卓話なしで 13 時閉会で承認。当日の理事会は午前に開催。
８．11 クラブ合同例会の件
開催することはいいこと、ホストクラブはどこなのか？会場はどこを予定しているのか？とい
う意見が理事会で出たことを来年 2/3 会長幹事会において回答することで承認。
９．第 5 グループガバナー補佐の輪番制の件
順番について理事会にご報告。
10．2024-25 年度ガバナーノミニー候補者推薦の件
戦略計画委員会にて継続検討。
11．ローズホテル お歳暮の件
例年通り
12．槇 俊徳会員

円お支払いで承認。クリスマス例会にてお渡しする。
退会の件

12 月で退会する件、承認。
13．その他
地区ＲＹＬＡ委員長輩出クラブ事務局がＲＹＬＡ事務局を担当するので、今年度は当クラブ事
務局が担当することで承認。
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