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司会進⾏

東井

お客様

第 7 グループ交換留学⽣
カミラ・テッティさん

重和 会⻑エレクト

今後の予定
2018-2019 年度／堂前

慶之会⻑

今⽇は７G ⻘少年交換留学⽣のカミラ・テッティさんが
来てくれました。先⽇のダンスフェスティバルにもお友
だちの応援に来ていましたが、楽しんでもらえました
か︖ さて、今⽇の話題は…そう、お察しの通り「令和」
です。４/１に新元号の発表がありました。この「令和」
の⾔葉の響き、皆さんはどう感じられましたでしょう
か︖ ３０年前に「平成」を発表した⼩渕官房⻑官はよく
覚えていると思いますが、当時の⾸相を皆さんは覚えて
いますか︖ そう、⽵下登さんでした。平成元年は消費税
が導⼊され、リクルート事件で⽵下⾸相が退陣に追い込
まれました。また、この頃オウム真理教が週刊誌を賑わせ
始めました。⽂書作成もまだワープロが主流で、インター
ネットも普及しておらずメールアドレスを持つ⼈もごく
⼀部。交通系 IC カードもありませんでしたから、今から
してみると随分不便な時代だったのかもしれません。イ
ンターネットを中⼼にしたＩＴの急速の発展は、我々の
⽣活を随分様変わりさせました。特にこの５〜１０年の
発展はめざましいものを感じます。さて、この先３０年後
はどういう世の中になっているでしょう︖ 当然、⾃動⾞
は⾃動運転になっていて、ガンは根治できるようになっ
ているに違いありません。ただ、環境問題はどうなってい
るのか⼀抹の不安を感じます。
いずれにしても新しい時代が始まるので、我々ロータリ
ークラブも新しい⼀歩を踏み出すことになります。皆さ
んで⼒を合わせて新しいロータリークラブを切り開いて
⾏きたいと思います。

・4/6-7
・4/10
・4/17
・4/21
・4/24

⽶⼭奨学⽣オリエンテーション
[第 2592 回]卓話
[第 2593 回]卓話
地区・研修協議会（茅ヶ崎湘南 RC 主催）
[第 2594 回]クラブ協議会（地区・研修協議会報告）

幹事報告
★ガバナー事務より
・4 ⽉のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝110 円
・マイロータリー・クラブセントラルセミナーのご案内が配信さ
れております。
開催⽇︓4 ⽉ 27 ⽇(⼟) 15︓00〜17︓00 (14︓30 登録開始)
場 所︓第⼀相沢ビル 6・８階「会議室」
返 信︓4/8 迄
・2019-20 年度地区補助⾦申請 選考会/プレゼンテーションの
ご案内が届いております。
⽇時︓2019 年 4 ⽉ 5 ⽇（⾦）
受付開始 14︓30／開会 15︓00
場所︓藤沢駅南⼝ 第⼀相澤ビル 6 階「会議室」
★第７グループ担当クラブより
会⻑・幹事会開催のご案内が配信されております。
⽇時︓4 ⽉ 10 ⽇(⽔) 18︓00
場所︓和膳「照國」
会費︓5,000 円(お⼀⼈様)
★⽶⼭梅吉記念館より
館報/賛助会⼊会のご案内/春季例祭のご案内などが届いており
ます。

お客様挨拶

カミラ・テッティさん／第 7 グループ交換留学⽣

皆さんこんにちは。イタリアから来ました交換留学⽣のカミラです。
宜しくお願いします。今、伊勢原の⽯⽥⾼校に居ます。伊勢原中央 RC にサポート
してもらっています。今私のホストファミリーは⽥村家です。
⽇本に来て 6 ヶ⽉になります。最初のホストファミリーは磯部家でした。
最初は⽇本語は全然喋れなかったけど、磯部さんはたくさんお話ししてくれて、⽇本語の勉強を頑張りました。⽇本に来て
から沢⼭の思い出ができて、沢⼭友達もできて、あと 4 ヶ⽉を楽しみにしていますが、帰るのは寂しいです。

スマイル報告

⽥村 貴寿／スマイル委員会委員⻑

堂前慶之君／外⾕正⼈君／𡈽屋修君／飯⽥隆三君／井⼾川秀治君／⼩⼭博正君⽥中徹君／⼤澤守⾨君／
熊⾕勝利君／⽥村貴寿君

誕⽣⽇を祝って頂きありがとうご
ざいます。年齢は数えるものでは
なく、感じるものだと思うように
なりました。楽しく陽気に⽣きて
⾏きましょう♪

会員数

天野 耕⼀郎君

東井 重和君

荒巻 哲朗君

出席報告

[創⽴記念祝い]

[結婚記念祝い]

[会員誕⽣祝い]

結婚記念⽇を祝って頂きありがとう
ございます。

創⽴記念をお祝いしていただき、あ
りがとうございます。22 年⽬に突⼊
します。まだまだ借⾦がいっぱいあ
るので、⽼け込まずに頑張ります。

濵尾ゆかり／出席・プログラム委員⻑
出席計算に⽤いた数

61

59

出席者数

35

出席率（％）

59.32

前々回修正出席率（％）

MAKE UP

なし

松下君、築城君、堂前君、外⾕君、
飯⽥（隆）君、井⼾川君、東井君、
村上君、⼩⼭君、添⽥君、⽥中君、
細野（圭）君、𡈽屋君、⽥村君、
鈴⽊君、天野君、堀⼝君、熊⾕君
→ガバナー補佐杯
井⼾川秀治君→伊勢原中央 RC
濵尾ゆかり君
→公共イメージ・⽶⼭奨学セミナー
会員増強・会員維持委員会
地区新会員の集い
⼩⼭博正君→地区新会員の集い

委員会報告
＜𡈽屋修／⽶⼭奨学委員＞
・⽶⼭奨学寄付⾦がまだ⽬標に対して 32 万円程⾜りません。5 ⽉の 50 周年⾏事までに、
何とか⽬標達成できるよう皆さんのご協⼒をお願いします。
＜井⼾川秀治／50 周年記念実⾏委員＞
・50 周年記念事業の 5 ⽉ 6 ⽇チャリティーゴルフコンペの予定⼈数は 120 ⼈ 30 組ですが、
現在 86 ⼈で 10 組程⾜りません。お知り合いの⽅に声かけをお願いします。賞品の協賛もお待ちしています。
＜⼤澤守⾨／50 周年記念実⾏委員＞
・先⽇のダンス⼤会で、スマホや携帯で写真を撮った⽅がいらっしゃいましたら、
データを頂きたいので、ご連絡をお願いします。

卓

話
⼩泉

隆⼀郎 君／地区職業奉仕委員会

奉仕に学び 職業で奉仕する
職業奉仕とは︖
・職業で儲けたお⾦を寄付することは、ただの奉仕。
・⽇々の仕事の中で「世のため⼈のため、真実・公平・⾃⼰犠牲」を道標として⾏動
することが職業奉仕です。

具体的には︖
●内向き職業奉仕
ロータリーの四つのテストを⾏動指針として仕事をすること。
1. 真実かどうか
虚偽、誇⼤広告、データ偽装、品質表⽰偽装などは絶対にしない。真実の情報開⽰。⽋陥の公表。
2. みんなに公平か、3. 好意と友情を深めるか、4. みんなのためになるかどうか
「⼈を泣かせて⼀⼈勝ち」ではなく共存共栄を⽬指す。利益の適正分配。
相⼿のミスは寛容する。不公正はしない。⾃⼰犠牲を払ってでもみんなのことを考える。
内向きはロータリアンが⾃分の職業で社会に奉仕。奉仕の理念を勉強し、⽇々の仕事で実践すること。
⽇本のロータリーの⼀般的理解であり、精神論・倫理観になりがちで難解。
（⽇本はガラパゴス︖）
●外向き職業奉仕
「⾃⼰の商業上の⼿腕」を「社会の問題やニーズに役⽴てる」ために「クラブが開発したプロジェクト」に応えること。
→職業で世の中に奉仕する。
実践例 1︓⻭科医師のロータリアンがカンボジアの⼭村の⼦供達の⻭科検診と⻭磨き指導。
実践例 2︓⼤震災の時、現地でボランティアで⽔道復旧作業、弁護⼠・税理⼠などが被災地で無料相談会。
そのようなことをクラブ全体の奉仕プロジェクトとして、クラブ員全員が⼿伝う事も⽴派な職業奉仕プロジェクトです。
提案します︕
「職業を語ろう︕」プロジェクト…もう⼀つの外向き職業奉仕
・ロータリーは多種多様の職業⼈の集団。
・企業経営者の集まりは他にもあるが、ロータリーは多種多様な業種・職業⼈が奉仕の⽬的で⼀堂に会する団体。
・その多様性を活かして、クラブが職業で社会に奉仕するためのプロジェクト。
⽬的︓次世代に伝える
・若者は世の中に⾊々な職業があることを知らない。
・親も説明できない。
・やりたいことが⾒つからず、フリーター・アルバイトしかやらない若者。
そんな若者に対して、将来必ず来る職業選択の時に、職業の内容、意義、楽しさ、苦労を伝えることが、私たち職業⼈
の責務である。職業⼈が次世代の⼈に職業を語ることは、職業で社会に貢献すること「外向き職業奉仕」そのもの︕
内容︓各クラブでつながりのある中学校、⾼校に出かけて⾏き、⾊々な職業を語る会を企画し、実施する。
現場の第⼀線で働く⼈に来てもらって話をする。
さらに・・・⼦供らに職業を語ることは、同時にロータリアン⾃⾝が⽇々の仕事で職業奉仕を実践しているかどうかを
⾒つめ直す良い機会になる。
「ロータリークラブ」の存在を広く知ってもらうことで、ロータリーの公共イメージ向上にも繋がる。
そして、未来のロータリアンに︕
ぜひ、各クラブで検討して下さい。
奉仕に学び、職業で奉仕する︕これがロータリーの真髄であり、ロータリーを⽀える根幹理念です。

