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クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１４例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第２７回 ２月 ６日(木) 】

＊卓話者紹介
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 茅根正之委員長

三間悌司さんを紹介させていただきます。
1984年川崎西RC入会､川崎高津RCができた年で
す｡ 三間さんは川崎高津RCと同期なのです｡
ｸﾗﾌﾞ会長､第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､
地区委員長を歴任されました｡

＊卓話｢ロータリーの話｣
川崎西RC 三間 悌司 様

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長の茅根さんからご依頼を受けてやって
参りました｡川崎高津RCは新しい会員が何人か増えたと
のことでﾛｰﾀﾘｰの基本的なことを改めてお話ししたいと
思います｡ﾍﾞﾃﾗﾝの方たちには聞き飽きた話かもしれま

お客様
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小川湧三様(川崎鷺沼RC)石井好史様(川﨑多摩RC)
三間悌司様(川崎西RC､卓話者)

報 告

＊理事会報告
1.4月の予定
4月 3日(木) 会員卓話 森山圭介会員

第10回定例理事会
10日(木) 会員卓話 青木功雄会員
17日(木)⇒18日(金) 川崎西RC「R情報ｾﾐﾅｰ」

川崎西RC夜間例会へ移動例会
24日(金) 夜間例会

2.3月27日(木) 花見ご夫人ﾃﾞｰ ﾌｨｵｰﾚの森にて
3.奉仕5団体ｺﾞﾙﾌ大会の件 今年度当番ｸﾗﾌﾞ 思います｡ﾍﾞﾃﾗﾝの方たちには聞き飽きた話かもしれま

せんがお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1905年にﾎﾟｰﾙﾊﾘｽがｼｶｺﾞでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを設立したので

すが､当時は明確なﾋﾞｼﾞｮﾝを持っていたわけではなく都
会でも田舎の様な暖かい友人関係はできないものかと
いうところから閃いたのです｡同業種の仲間たち同士は
競争に明け暮れており､異業種同志だったら友達になれ
るかなというｱｲﾃﾞｱでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを作り上げました｡異業
種だったら助け合いもできる､つまり会員の数だけお得
意さんが増える､というｼｽﾃﾑが非常にうまくいって会員
同士の親睦と助け合いができたのです。
設立後数年たって転機が訪れました｡ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶｰﾀｰ事件

といわれるものがありました｡ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶｰﾀｰという人に入
会を勧めたところ｢ﾛｰﾀﾘｰは仲間内だけの仲良しｸﾗﾌﾞで
仲間内の助け合いだけで地域社会に何の貢献もしてい
ないなら､何の発展性もないので入らない」という返事
があったのです。
そこで仲間内だけの親睦のｴﾈﾙｷﾞｰを地域社会にも放

流しなくてはいけないとﾎﾟｰﾙﾊﾘｽは考えました｡手始め
にｼｶｺﾞに共同ﾄｲﾚを設置した話が残っています｡市に働
きかけて達成させました｡ただ反対意見もあって実現ま
で2～3年かかりました｡これによって社会的貢献に目覚
めたのです。
ﾐｼｶﾞﾝ大学の経営学を学んだｱｰｻｰﾌﾚﾃﾞﾘｯｸｼｪﾙﾄﾞﾝとい

う人が入会し､｢これからの社会は資本主義が発展し事
業主や経営者が社会を中心となって作っていくであろ
う｣と言ったのです｡利潤を求めるだけでなくそれを抑
制するような理念を求めなければいけないとも言われ
ました｡それは何かというと｢ｻｰﾋﾞｽ｣という考え方なの
です｡これを｢ｱｲﾃﾞｱﾙ ｻｰﾋﾞｽ｣つまり｢私的利潤を社会的
貢献に還元する｣という言葉で表したのです。

そしてﾛｰﾀﾘｰは一業種一名というｼｽﾃﾑにしたのです｡
ということは先着順に会員になって行くわけです｡ただ
し､良質な会員を入れるために選考という形をとりまし
た｡ですから誰でも入れるというｸﾗﾌﾞではないのです。

4月1日(火)開催予定
4.4月24日(木) 創立30周年実行委員会開催



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第２８回２月１２日(水)】
ＩＭ ﾃｰﾏ「みんなに豊かな人生を」

川崎市多摩市民館大ホール 柏屋
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 川崎稲生ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

2月12日はＩＭで移動例会となりました。
多摩市民会館大ﾎｰﾙにおいて
*原田義之様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第3360地区ﾁｪﾝﾗｲRC会長）
「輝く瞳に会いに行こう」
*玉村豊男様
「千曲川ﾜｲﾝﾊﾞﾚｰ構想と地域の活性化」
の講演を聴きました｡とても内容の濃い講演でした。

親睦という言葉も等質で異質で良質な方々が週一回
の定例例会で相まみえることによってお互いが啓発さ
れる､一人一人が自己開発を遂げるといった間柄を親睦
という言葉に替えました｡ですから親睦の中身が今まで
の単なる仲良しからお互いが啓発をしあえる､自己研さ
んを成し遂げることができる間柄のことをﾛｰﾀﾘｰの親睦
という言葉に表すようになりました。
理想的には全職種から一人ずつの会員が集められたら
最も素晴らしいｸﾗﾌﾞとなるのです。
職業分類とは各ﾒﾝﾊﾞｰにとってどういうものなのかと

いうと､ﾛｰﾀﾘｰがその人をその職種の代表としてｸﾗﾌﾞに
迎え入れ､ｸﾗﾌﾞで奉仕の心を学んでもらい､その方を通
じてその業界へ伝えてもらい更にその考え方を広めて
もらうのです｡つまりﾛｰﾀﾘｰがその業界に送り込む大使
の様なものなのです。
ですから例会出席というものが非常に大事なことな

のです｡もしも一会員が例会を欠席するということはそ
の例会でその業界が欠落することになるのです。する
とその業界の情報も欠落し情報が伝わっていくことに
なるのです｡また､その例会で会った情報などが業界へ
伝えることができなくなるのです｡ですから会員は業界
を代表してﾛｰﾀﾘｰのﾒﾝﾊﾞｰになっているという自覚と責
任を持って例会に臨まなくてはならないのです。
例会にはﾒｰｷｬｯﾌﾟという制度がありますが､これは例

会を補てんするだけで出席に代わるわけではないので
す｡従って例会欠席はあくまでも欠席なのです｡4回連続
でｸﾗﾌﾞを欠席すると退会させられてもやむを得ないと
いう厳しい出席義務があります｡それでも欠席せざるを
得ない場合もあります｡その際の退会を防ぐための制度
がﾒｰｷｬｯﾌﾟなのです。
ご清聴ありがとうございました。

＊お礼の言葉 鈴木良一会長
今までもいろいろとﾛｰﾀﾘｰの話を聞いてきましたが､
今日の三間様のお話が一番わかりやすく､すんなりと心
に入ってきました｡専門分野の方に深く話されてしまう
と逆に理解しにくくなっていました｡この話を心に深く
刻んで今後もﾛｰﾀﾘｱﾝとして活動していきたいと思いま
す｡今日はどうもありがとうございました。

出席報告
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出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

2月6日 30 29 23 6 79% 8 4 86%

2月12日 30 29 17 12 59% 10 2 72%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

2/6 17 17,000 383,000 360,000 106%

2/12 0 0 383,000 360,000 106%

2/6 16 16,000 356,000 600,000 59%

2/12 0 0 356,000 600,000 59%

2/6 19 27,000 585,500 1,200,000 49%

2/12 0 0 585,500 1,200,000 49%

2/6 16 17,000 383,000 600,000 64%

2/12 0 0 383,000 600,000 64%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：森山圭介 本藤光隆

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

*2/6(会員敬称略･順不同)
小川湧三様(川崎鷺沼RC)本日はお世話になります｡
石井好史様(川﨑多摩RC)寒中お見舞い申し上げます｡
本日はお世話になります｡
鈴木良一 三間様､本日は卓話を宜しくお願い致します｡
福嶋 徹 娘に子供が産まれました｡女の子でした。
三家 護 2/7は高校の在京同窓会に出席予定です｡
菊池幸治 三間悌司様､本日の卓話楽しみにしています｡
杉崎晴男 三間先輩､本日はよろしくお願い致します｡
楽しみにしておりました｡
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