
 

 

 

第 1562 回例会 2019・7・16           ﾆｺﾆｺ 本日 12,000 円  累計 118,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間        髙橋 和男 

 皆さんこんにちは。先週は「ﾛｰﾀﾘｰとは」という

話をさせていただきましたが、今日はちょっと掘り

下げて「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはなぜ例会出席を奨励するのか」

を話します。先週同様他ｸﾗﾌﾞ会長の受け売りですが

しばしご清聴願います。 

まず、例会ではﾛｰﾀﾘｰの理念に共鳴した、心から

信頼できる仲間と、純粋な「親睦」（ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ）を

楽しむことができます。会員は平等・対等で、仕事

上の取引関係や先輩・後輩の関係はｸﾗﾌﾞ内に持ち込

まないのがﾙｰﾙです。 

また、ﾛｰﾀﾘｰには、職業分類制度があり、（同一職

業は 5 人または 10％以内）、会員の職業の多様性が

確保されます。利害関係のない幅広い異業種の会員

と事業場上の発想の交換ができるのも、例会の楽し

みのひとつです。 

日本のﾛｰﾀﾘｰの創始者米山梅吉は、例会は「人生

の道場」である、と表現しています。ﾛｰﾀﾘｰのｻｰﾋﾞｽ 

 

 

 

 

理念の真髄を学んだり、仲間とともにﾛｰﾀﾘｱﾝとし

ての自己研鑽を行ったりできる場として、例会はﾛｰ

ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの特長を最も表現できる会合です。 

ここで「例会出席は義務なのか」という問いにお

答えします。 

ご存知の通り、ﾛｰﾀﾘｰは、基本的には毎週 1 回定

期的に例会を開きます。そして、会員は出席規定に

より、例会に出席するべき、と定められています。

（標準 RC 定款第 9 条）。しかし、この規定は義務

ではありません。例会出席は、会員資格を有する者

（会員）なら当然行使すべき権利（特権）である、

と考えるべきでしょう。 

要するに受け身でなく能動的・積極的にﾛｰﾀﾘｰを

利用する姿勢が各個人のｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟの最低要件であ

りﾛｰﾀﾘｱﾝたる所以であると言えます。 

わたしも、入会して 2～3 年は、「出席できるとき

にすればいいかな」くらいに軽く考えていて、先輩

会員に「ﾛｰﾀﾘｰはなんで例会出席に対してこだわる 

のですか？」と聞いたら「そのうちわかるよ」と言

■出席報告 

月 日 792 

会員数 30 

出席者 26 

出席率 86.6% 

前回修正 93.％ 

山田 富男 

 

 

和記 毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

7/16 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ夜間例会 

      ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ・ｸﾞﾗﾝ 

7/23 例会取消 

7/30 所沢警察署 佐藤義伸様 

8/6 例会振替 8/7 合同例会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

われたのですが、幹事等いろいろ経験させていただ

くうちに、例会の意義や魅力を理解し、例会出席は

義務ではなく権利（特権）なのだと、という境地に

至り、今ではよくわかります。 

でありますので、特に日が浅い会員の皆さんは、

今は意義や魅力を見出せなくとも、とりあえず例会

に出席して、RC 会員として特権を能動的に行使し

ていけば、必ずや見えてくるものが出てきますので、

諦めず出席し続け、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを充実したものにする

ために努力していただきたいと思います。 

抽象的かつ短い話で上手く伝わったかわかりま

せんがとにかく行動しましょうということを伝え

たくて今日はこの話をしました。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

幹事報告 

❖「RIJO―FAQ」配信履歴（～2019 年 6 月末）と

定款細則の翻訳状況 

❖（公財）ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 2019-2020 年度

上期普通寄付金のお願い 

❖ 第 53 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ年次大会の開催 

8 月 1 日（木）9；30～ 大妻嵐山高等学校  

❖ 2019 年度 秩父音頭まつり参加のご案内 

  8/14（水）～15 日（木）西武秩父駅集合 12;00 

❖ 第 1 回ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ・・・ 8 月 17 日（土） 

13；30～  国立女性教育会館 

❖ 所沢東 RC 様から創立 30 周年記念誌を戴きました。 

❖ 例会変更・・・・・飯能 RC、入間南 RC 

❖ 週報・・・・飯能 RC、所沢 RC、新所沢 RC 

 

ニコニコボックス      木下 精基 

髙橋 和男 ｸﾗﾌﾞ協議会宜しく御願いします。 

荻野 陽一 本日のｸﾗﾌﾞ協議会宜しくお願い致し

ます。幹事報告頑張ります。 

内田 学  35 周年の式典は、3 月 29 日（日）に

決まりました。 

石井 秀夫 本日ｸﾗﾌﾞ協議会宜しく御願い致しま

す。これから一年間ｸﾗﾌﾞ研修委員会を

担当させていただきます。どうぞ宜し 

く御願い致します。 

鈴木 眞澄 前回欠席しました。 

大舘 信夫 前回欠席しました。 

和記 毅  前回欠席しました。 

大原 律子 髙橋会長様 荻野幹事様新年度ｽﾀｰﾄお

めでとうございます。一年間どうぞ宜

しく御願い致します。 

     

           司会  髙橋 和男会長 

🎀 親睦委員長          和記 毅 

 親睦委員会では、会員

同士又はご家族の方々と

の交流を深め、ｸﾗﾌﾞ自体

が楽しめる様努力したい

と思います。活動計画は、

主に五大行事がありますが、予算の配分を間違わな

い様最大限のおもてなしをしたいと思います。一年

間宜しく御願い致します。尚、来週はｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃ

ｨｰとなっております。皆様のご協力の程宜しく御願

い申し上げます。 

🎀 会員増強委員会委員長   鈴木 眞澄 

（基本方針） 企業存続

が厳しい状況もあり、企

業数の減少が免れない現

実はありますが、当ｸﾗﾌﾞ

も、若い年齢層の入会者

も増えている現状です。 

マーク・ダニエル・マローニ RI 会長の今年度の 

指針の中に「最も重要なのは、会員を増やすことで

す」とありますので、今年度は 35 周年という記念

すべき年度でもあり、ｸﾗﾌﾞの存続と飛躍するために

も、しっかりと増強戦略を立て、実行することが大

事であると考えておりますので、会員の皆様のご協

力を宜しくお願い致します。7月 25日に、増強委員

会のメンバーで、決起集会を開催し、懇親を深めな

がら、それぞれの交友関係の状況について確認をし

幹事報告         荻野 陽一 



 

 

年間計画（5 名の新入会員）の実行に繋げていきた

いと思います。 

 

🎀 分類選考委員長      恒良 裕子 

 分類・選考委員会では、

鈴木真澄さんご指導の基、

ｶﾞﾗｽ工業、紳士服販売を削

除致しました。本年度は

2570 地区の鈴木ｶﾞﾊﾞﾅｰの地

区ﾃｰﾏと運営方針にもあります様に、職業分類を活

用した未充填職種を開発し、会員増強を図りたいと

思いましので、宜しくお願い致します。  

 

🎀 ロータリー情報委員長    木下 精基 

「基本方針」 

さまざまな職業の会員が

集まる例会時に、広報から

のﾛｰﾀﾘｰ情報を会員に提供

することで、新入会員にﾛｰﾀ

ﾘｰを理解して頂き、知人にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを紹介し、会

員増強に繋げていく。 

 

「行動計画」 

1、 イニシェーションスピーチの実施 

＊ﾛｰﾀﾘｰに入会して自己紹介をすること 

＊自分の経歴・職業・趣味・考え方など皆に伝え

理解を深めること 

2、 広報の内容を月 1回例会時に紹介する 

3、ﾒｰｷｬｯﾌﾟﾂｱｰを実施し会員の維持を防止する 

＊ﾛｰﾀﾘｰには元となる事業・活動があり、それら

を更なる向上を目指すｲﾍﾞﾝﾄや親睦等の活動をす

る 

4、入会してから最初の一年間、新会員とのｵﾘｴﾝﾃｰｼ

ｮﾝ実施 

＊新しい環境への適応で、ﾛｰﾀﾘｰの組織の中での

取組・活動等に早くできるように計らうこと 

5、新会員入会に伴う責務に関する情報（歴史・活

動など）を提供する 

🎀 奉仕プロジェクト委員会委員長 内田 学 

 RLIの研修でも、ロータ

リークラブの活動は、多く

の奉仕活動です、４つの委

員会の円滑な活動を、ｻﾎﾟｰ

ﾄして行きたいと思います。 

🎀 職業奉仕委員会委員長   室伏 秀樹 

「年度計画書」に書かれ

た事業計画書により実施

していきます。前回職業

奉仕委員長のとき「石坂

産業株式会社」工場見学

会を平成 28 年 2 月 9 日に盛大に実施しました。そ

の石坂産業が、令和元年 7 月 1 日(月)に NHK 総合

テレビで放映されました。 

「逆転人生」所沢ﾀﾞｲｵｷｼﾝ事件、21:00~21:56 本年

もこのような工場見学を実施したいと思います。 

🎀 社会奉仕委員会委員長   木村 孝子 

（基本方針） 昨年同様

の活動をしていきたいと

思います。 

（活動計画） ｼﾃｲﾏﾗｿﾝ大

会・所沢ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻｯｶｰ大

会・市民文化ﾌｪｱｰ・わんぱく相撲大会の協賛・所沢

市内 5 ｸﾗﾌﾞ主催のこども「とうきち」将棋大会の実

施・市内 5 ｸﾗﾌﾞ共同事業として老人福祉ｾﾝﾀｰ憩の家 

12 施設へﾊﾟｲﾌﾟ椅子の寄贈。市の希望数にまだまだ

足りなく 5 ｸﾗﾌﾞが協力して今後も応援してゆきた

いと思います。 以上 活動の継続を予定しており 

ます。 

 

🎀 国際奉仕委員会委員長     金岡 悟 

国際奉仕委員会 委員長を仰せつかりました金

岡です。どうぞ宜しく御願い致します。昨年初めて

台湾の吉安扶輪社を訪れ、姉妹ｸﾗﾌﾞの調印式に出席

しました。今年も当ｸﾗﾌﾞの国際奉仕、交流の活動を



 

 

行って参りたいと思いま

す。 

 今年度は吉安扶輪社が

当ｸﾗﾌﾞの35周年で日本に

いらっしゃるとの事で、

その際は会員の皆様にご協力のほどよろしくお願

い致します。一年間宜しく御願い致します。 

 

🎀 青少年委員長        中 毅志 

本年度も青少年委員長

としてお世話になります、

よろしくお願いします。 

本年度も基本方針は、青

少年奉仕活動の対象年齢

は１２歳から３０歳までの中学、高校、大学そして

社会人の若者であり、その活動の範囲を新世代へと

広げることは、ロータリークラブの未来への投資と

考えます。 青少年世代への奉仕及び指導による地

域社会への貢献活動を推進できるよう努め、クラブ

に適した活動を実施していきます。 皆様のご指導、

ご協力をお願いします。 

 

🎀 財団米山委員会委員長    内野 忍 

  本年度、財団・米山委員

長を仰せつかりました内

野です。一年間宜しく御願

い致します。財団・米山委

員会の基本方針としまし

ては、事業内容を理解して頂き、ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ、

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ、米山功労者になっていただ

くようお願いして、国際親善に寄与していきたいと

思いますので、皆様のご協力を宜しくお願い致しま

す。 

🎀 ロータリー財団委員会委員長 内野 忍 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長を仰せつかった内野でございま

す。ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会の活動方針と致しましては、

財団補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ及び、財団関連の活動について

周知紹介し、会員皆様と参加致します。 

 また、ご寄付は財団の

補助金並びに助けを必

要とする地域社会に持

続可能な変化をもたら

す活動に役立てられて

いますので、みなさまの

ご協力を宜しくお願い致します 

 

🎀 米山記念奨学委員会委員長   金岡 悟 

米山記念奨学委員会 

委員長を仰せつかりまし

た金岡です。どうぞ宜しく

御願い致します。 

 米山記念奨学事業につ

いて会員皆様にご理解いただき、米山功労者になっ

て頂く様、お願いをして参りたいと思います。私の

立場ですと非常にお願いしにくいところではござ

いますが、お声掛けさせていただきます方、どうぞ

ご協力のほどお願い致します。1 年間宜しくお願い

致します。 

 

🎀 ｸﾗﾌﾞ研修委員会委員長   石井 秀夫 

 ﾛｰﾀﾘｰ活動のための、正

しく深い知識を持てるよ

う、一生懸命頑張って参り

ます。他の委員会の活動に

積極的に協力して自身の

勉強として参ります。皆様の御指導、御協力を宜し

くお願い致します。 

 

🎀 35 周年記念特別委員会委員長  内田 学 

Xmas パーティと一緒を、

変更して、 2020 年 3 月 29

日 日曜日 品川屋形船で、

執り行うこととなりました。 

隅田川の夜桜見物での、パーティです。 

 

今週の担当   須澤 一男 


