
 

◇歌唱 「手に手つないで」「Ｒ-０-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」  ◇会長挨拶    

◇幹事報告          ◇委員会報告［社会奉仕 他］ 

◇卓話 クラブ研修卓話 田中賢三会員 『ロータリーの目的』 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59代会長 岩澤 あゆみ 

第 59代幹事 中山 冨貴子 

2018 年 11 月 22 日（木） 第２８２９回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 20 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

中村辰雄様（ロータリーの友 地区代表委員・相模原南ＲＣ） 井

上善博様・福森真司様・田口幸代様・山口典彦様・田中宏顕様

（秦野ＲＣ） 

◎幹事報告 

◇タウンニュース 

◎委員会報告 

小澤会員［親睦］：クリスマス例会の確認とガバナー月信 12

月号田中会員の記事の紹介 

吉田会員［社会奉仕］：12/13 例会後の植栽の確認 

 

ロータリーの友地区代表委員・中村辰雄様、秦野ＲＣ代表の

井上善博様、委員会報告の小澤会員・吉田会員 

伊藤留治君 ロータリーの友地区代表委員・中村辰雄様、秦野

ＲＣ井上様・福森様・田口様・山口様・田中様、ようこそお越

し下さいました。歓迎いたします。田中さん、卓話よろしくお

願いします。 

池上 實君 ロータリーの友地区委員・中村さん、秦野ＲＣの

皆々様ようこそ。私も 40数年前、横浜クラブにはじめてのメ

ーキャップクラブとして訪問した時を思い出します。ごゆっく

り！ 

大森久巳男君 相模原南ＲＣ中村辰雄様はじめ秦野ＲＣの皆

様方ようこそいらっしゃいました。 

吉田恵子君 相模原南ＲＣの中村様、秦野ＲＣの皆様ようこ

そ。田中さん、卓話勉強させて頂きます。 

杉本行廣君 今日は良い夫婦の日だろうですが、良いロータリ

アンが大勢ご来会いただき、ありがとうございます。 

下里洋一君 ビジターの皆様ようこそ。今日も早退をゆるし

て。 

成田栄二君 大勢のビジターの方々ようこそ！楽しんでくだ

さい。田中さん、卓話楽しみにしています。 

河本啓伸君 大変多くのビジターの皆様ようこそ。名前と顔が

一致する頃には例会も終わっていると思いますが、ごゆるりと

お過ごし下さい。 

和田幸男君 ビジターの皆様ようこそ。田中さん、卓話楽しみ

です。 

出口敬純君 ビジターの皆様ようこそいらっしゃいました。本

日早退します。 

澤邑重夫君 お客様ようこそ。加瀬さん、カレンダーありがと

うございます。さて、今日はいい夫婦の日ですが、嫁さまと子

どもをつれて新潟の月岡温泉、華鳳という旅館に言ってまいり

ました。このほど加賀屋を抜いて、サービス日本一に輝いたと

いうだけあり、みなよろこんでくれて、私の株も上がったたと

ころです。最近やたら温泉に行っているのは、何かの罪滅ぼし

ではありませんので、念のため。 

横山 貢君 ビジターの皆様ようこそ。 

加瀬義明君 会場監督の許可を得て、恒例のカレンダーを配布

させて頂きました。冷蔵庫等に貼ってお使い下さい。 

スマイル報告 石田貴一会員 

中村辰雄様（ロータリーの友地区代表委員・相模原南ＲＣ）

「ロータリーの友」地区代表委員として久しぶりにメークに

参りました。よろしくお願い致します 

井上善博様・福森真司様・田口幸代様・山口典彦様・田中宏

顕様（秦野ＲＣ）本日は皆さまにお会い出来てうれしく思い

ます。楽しませていただきます！ 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 ロータリーの友地区代表委

員・中村辰雄様、秦野ＲＣ井上様・福森様・田口様・山口様・

田中様、ようこそお越し下さいました。本日の研修卓話、田

中会員宜しくお願い致します。 

田中賢三君 ロータリーの友地区代表委員・中村辰雄様、秦

野ＲＣの皆様、大歓迎です。本日卓話担当ですが、クラブ研

修委員会行事は来週スペインクラブ炉辺会合もよろしくお

願いします。河本さん、重松清さんとのトークショーたいへ

ん面白かったです。 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１１／２２ ２８２９ ４５ ４０ ３６ ０ ４ ９０．００％  

１１／８ ２８２７ ４５ ３７＋３ ２７ ３＋３ ７ ７５．００％ ８２．５０％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

クラブ研修卓話『ロータリーの目的』 田中賢三会員 

富田桂司君 ビジター中村様・井上様・福森様・田口様・山口

様・田中様、いらっしゃいませ！本日は「イイフウフ」の日だ

そうですね。津川＆朝丘夫妻のように仲の良い夫婦で添い遂げ

たいものですね！ウチはあきらめましたけど．．． 

北村公子君 急に寒くなり、冬が近くなったのを感じます。ビ

ジターの皆様ようこそおいで下さいました。ごゆっくりお過ご

し下さいませ。 

杉本剛昭君 相模原南ＲＣ中村様、秦野ＲＣ井上様・福森様・

田口様・山口様・田中様、ようこそお越し下さいました。マニ

ラから帰ってきて中４日でホーチミンへ行ってまいりました。

ホーチミンの素敵なレストランとおみやげ屋さんを加瀬さん

と古知屋さんに教えていただきました。ありがとうございまし

た。 

木村信一君 ビジターの皆様いらっしゃいませ。田中さんのつ

かみのギャグ勉強させて頂きます。 

小澤雅彦君 ビジターの皆様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ！例会を

お楽しみ下さいませ。例会に活気が出てうれしいですね！ 

橋本正一君 ビジターの皆さん、こんにちは。今日は早退いた

します。何かと多用な日々を過ごしております。 

木村邦佑君 ビジターの皆様楽しんで下さい。田中さん、卓話

よろしくお願いします。 

安武 勝君 今日の午前中は茅ヶ崎養護学校のきらめき祭駐

車場係を行ってきました。元なぎさロータリーの継続事業で

20 年目になるそうです。いろいろなところでボランティア精

神が根付いているなと感じました。 

伊藤和明君 今年はボージョレ・ヌーヴォー7 種類飲みまし

た。やっぱり人間もワインも年齢を重ねた方が味が良いです

ね。 

熊澤孝之君 ビジターの皆様ようこそ。田中賢三様、卓話よろ

しくお願いします。 

石田貴一君 ビジターの皆様ようこそいらっしゃいました。申

し訳ございません。早退させて頂きます。 

［本日 33件、44,000円です］ 

 手続き要覧の冒頭にはこのように記されています。 

ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利

己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したい

という感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとす

るものである。この哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、

これは、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という

実践的な倫理原則に基づくものである。 

 ロータリークラブの奉仕は 1907年、シカゴに公衆トイレを

作ったことに始まり、社会を巻き込みながら続いてきました。 

 1905 年、ポール・ハリスによって創立されたロータリーク

ラブのの基本的精神文化は、「寛容と友情で結ばれた世界の輪

を創ろう」です。以下のように考えて頂くと、わかりやすいと

思います。 

①ロータリーの目的 

 1 知り合いを広めよう それが奉仕活動を推進する力だ

から 

 2 日分の職業を倫理的に高めて行こう それが職業を盤

石のものにして奉仕活動の基礎となるから 

 3 会員一人一人が日々奉仕の理念を実践しよう 

4 そういった職業人が世界のネットワークを通して国際

理解、親善、平和を推進しよう 

②国際ロータリーの使命 

 職業人が地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人々

に奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進する

こと。 

③ロータリーの公式標語 

 4つのテスト  1954年 ハーバート・テーラー 

 2つのモットー 

 Service Above Self 1911年 フランク・コリンズ 

 One Profits Most Who Serves Best 1910年 アーサー・

シェルドン 

④R財団の目的 

 R財団の目的は、財団の法人設立定款および細則に従って、

R財団の管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営す

るものとする。 

⑤R財団の使命 

 ロータリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ようにすることである。 

⑥R財団の標語 

 世界で良いことをしよう Doing Good in the World 

⑦ロータリークラブの目的 

「ロータリーの目的」の達成 五大奉仕部門の成果あふれる奉

仕プロジェクトを実施、会員増強をして、ロータリーの発展に

寄与し、R財団を支援する。また、クラブレベルを超えたリー

ダーを育成すること。 

以下は 2017年 6月 RI理事会で採択され、2018年 3月に「ロ

ータリーの友」に掲載された新しいビジョン声明です。 

 「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分

自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を

取り合って行動する世界を目指しています。」 

 

まとめ 

ロータリーとはという問いへの答え 

ロータリーは十人十色それぞれ違うでしょうが、有意義なロー

タリーライフを送って頂き、Enjoy Rotary を感じながら、あ

らゆる活動に可能な限り参加されることをお薦め致します。 

 

 

田中賢三（たなかけんぞう） 

1944年 2月 20日生れ A型 

日本精麦（株）代表取締役 

食品工業・精麦 MD 

1989 年入会／1994-95 年度

幹事／2003-04 年度会長／

2015-16年度地区ガバナー 

 

 

11/29、スペインクラブにて開催された炉辺会合 


