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「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

カルヤン・バネルジー

「原点回帰、学びの心、奉仕の心 」 奥 澤 松 利

副会長 八下田幸三 幹事 関口文雄 副幹事 駒形忠晴
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谷会長さんそして岩崎幹事さんの「心のこもった、強いリーダーシップ」に感銘を受

けた一年間でした。本当にお疲れ様でした。しっかりと葛生ロータリークラブの 50 年の

歴史あるバトンを、お受けします。谷会長、岩崎幹事には、引き続きお力添えを宜しく

お願い申し上げます。

今日は、第１回目の例会と言う事で身の引き締まる思いでおります。

7 月 1 日に行われました、婦人バレーボールの「ロータリー会長杯」大会には 12 名と多

くの会員に御参加をいただきまして、誠にありがとう御座います。心より感謝申し上げ

ます。当日大会が始まる前から激しい雨に降られ出場選手が会場に来られるのかな？と

かロータリアンの方は来てくれるのかなと心配をしておりましたが大勢の方の出席をい

ただけました。ありがとうございます

何回か開会式には参加をしておりますが、開会の挨拶をさせて頂いているときに感じ

たのは、ご婦人方が生き生きと、すがすがしい顔をしているように見えた事です。

その中には、近所の方など意外と知っている人も多く、プレーになってさらに機敏に、

夢中で戦っている姿を見て、地域の御婦人方の大切な事業になっていることを改めて感

じました。

葛生バレーボール連盟長からのお礼の言葉にも「多くのロータリアンの方が見に来て

くれて、はりあいがあり、ありがたい」とありました。

今年度の、私のテーマは、先日も申しあげました様に、「原点回帰、奉仕の心、学びの

心」であります。ロータリーの会員であることの目的は何か、やはり｢学べる事｣ではな

いかと思います。会員から学べる、そしていろいろな事業を通して他から学べる、人が

生きていく上で本当に大切なことだと思います。原点に思いを馳せる事で、でてくる最

初の思いでありました。

これからの１年間そんな思いを掲げながら微力ではありますが、一生懸命努めさせて

頂きますので、どうか宜しく御指導、御協力お願い申しあげます。

会 長 挨 拶
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結 婚 祝 中田英昭君

皆 出 席
酒庭和一君（12 年）、谷 和文君（6 年）、

中田英昭君（6 年）、齋藤孝之君（5 年）

ベネファクター
谷 和文君

マルチプルポールハリスフェロー 八下田幸三君

1. 定款及び細則の変更について

皆さまに変更点についてメールにてお知らせしますので、

御確認の上、御意見等を御寄せ下さい。

※ 新旧理事役員会での承認事項

1. 7 月度プログラム

2. 年間行事予定

3. 婦人バレーボール大会の主催 春・秋の２大会で各 20,000 円の協賛金について

4. ゲートボール大会の協賛について、本年度は中止とする

5. 第９グループ会長・幹事会の出席及び会費 50,000 円について

6. 会期途中退会者への会費返還について、継続審議とする

7. 原人祭り協賛金の拠出について、７月理事会にて継続審議とする

8. インターアクト年次大会に、新世代委員会より 2 名出席及び

会費 20,000 円の拠出について

9. 佐野市国際交流協会会費 10,000 円拠出について

10. 佐野市暴力追放連合会の会費 10,000 円拠出について

11. 齋藤誠司君、寺内聖君の退会について

皆さん今日は。本日の卓話は、あまり気乗りはしなかったので

すが、奥澤会長の強引とも思われる押しの一手に屈してお引き受けし

た次第であります。先般行なわれた新入会員オリエンテーションの席

で、「昨今のロータリーは」と言って、愚痴をこぼしたのであります

が、もう一度その「愚痴」を例会で話して下さいということでした。

「私のロータリー雑感」ということで「愚痴」を話してみたいと思い

ます。田澤の個人的見解であります。又、自分自身に改めて問いかけ

ているということでお聞きいただければ幸いであります。

会 員 表 彰

会 長 報 告

幹 事 報 告

卓 話 「私のロータリー雑感」 田澤秀文君

代理 奥澤会長
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「職業奉仕がロータリーの原点である」ということは、会員誰しも理解していること

だと思います。その大前提、スローガンが、「超我の奉仕」、「自分を超えてうんぬん」と

いうことではないかと思う訳であります。その行動基準が「四つのテスト」、

１ 真実かどうか

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

ということであると解釈しております。

では、そのために我々ロータリアンは何をなすべきか。何よりも優先されるべきこと

は例会に出席するということ。すべては例会に出席することから始まるということだと

認識おります。ですから、ロータリーは我々に対して出席義務という、かなり厳しいル

ールを課しているのであります。そのルールの一部を改めて紹介いたしますと、「会員身

分の終結」という中で、

１ 会費を納入しないとき。

２ 連続４回、本クラブの例会に欠席し、メークアップも行わない場合。

３ 本クラブの会計年度の前半と後半の６ヶ月間、メークアップを含む出席率が

５０％に達しない場合。

４ 本クラブの会計年度の前半と、後半の６ヵ月間に開かれた所属クラブの

例会総会のうち、少なくともその所属クラブに３０％出席していない場合。

（但し、ガバナー補佐は免除）

となっています。以上のいずれかの場合に該当する会員の会員身分は、理事会の裁量に

よって、終結することがあります。但し、出席免除者、出席義務規定の免除者は除かれ

ます。このように大変厳しいと思われるルールが規定されておりますが、個人的にはル

ールというより、ロータリアンとしての当然のマナーであると考えるべきかと思います。

勿論、個人個人、公の仕事やその時々の社会的事情がありますので、一概に判断するに

は難しい問題を抱えているという事実もあります。

こんなことを考えながら、ついつい愚痴をこぼしてしまったということで、今日の卓

話となったのであります。

葛生クラブの会員数は、３３名、かたや葛生ライオンズクラブは４０名で、新入会員

の入会状況、その他を踏まえて考察すれば、元気のないのは明らかに、我が葛生クラブ

であります。「ステイタス、我にあり。」等と言っている場合ではない筈です。世界全体

でのクラブ数においても、ロータリーは３３．８５５クラブ、一方、ライオンズは４５．

７４０クラブで１１．８８５クラブの差がある。又、会員数においても、ロータリーは

約１２２万人、ライオンズは約１３４万人で１２万人の差をつけられている。いまや、

ライオンズは世界最大の国際奉仕団体と言える訳であります。

最近、ロータリーは変わったという声を良く耳にします。時代の必然的な変化だと片

付けられればそれまでですが、私は葛生クラブもロータリーそのものも、正直言って、

かなり変わったと思っています。その一つの象徴が、最近、メークアップをする方が少

なくなったということ。私もその一人です。入会して２０年は立ちましたが１０年位ま

では完璧にメイクしていたと思います。たった一言「まあー、いいかー。」で片付けてい

るのが現状です。別に年を取ったから、面倒くさいからという理由ではありません。何

かそうなった理由がある筈です。今後は奥澤会長の指導力に期待したいと思います。尚、

私は既に出席免除の身であります。又、宴会でも最近は、すっかりカラオケを聞かなく

なりました。カラオケが良いか悪いかという問題を言っている訳ではなく、空気の変化



みたいなものを感じるのであり

のではありません。

この後も、こんな調子で、反

上げたいと思います。

私が入会した頃の葛生クラブ

ライ」と表現するなら、以前は

私は、葛生クラブ入会前、ロ

しくないもの、所謂、「色メガネ

き、吉澤兵左さんのお誘いを１
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地区大会や研修会において、バ
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とだと思います。

こうした雑巾がけを始め、人
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ります。カラオケに関しては、奥澤会長

反論は重々承知の上で、私の個人的感傷

ブは、大変慎ましく、紳士的であったとい

は、「ウエット」という言葉がイメージさ

ロータリーのことを特別な目で、あまり

ネ」をかけて見ていたのであります。そ

１０年間も断り続けておりました。１１

だ。会員増強委員長を今、やっているの

田澤君、良く考えて見てくれ。」と言わ

ともにお世話になりながら申し訳ないと

えて入会させていただきました。

われれば、「葛生ロータリークラブに入会

こには充実感がありました。楽しく愉快

だきました。多くの仲間と共に多くの体

責をいただいた。そのことが自分自身の

から、「入会して良かった」という単純な

ロータリー事業は多くなかったと記憶し

のないような行事はあまりなかったと記

少ない事業を有効に活用していたと思

大会・チャーターナイト等に出席を義

優先的にロータリー行事に参加したもの

の責務と心得ていた訳であります。今と

かとも思います。又、縦軸がしっかりし

か難しいことをしていたという印象はあ

そういう風には必ずしも動いていないと

それは、ロータリアン一人ひとりにお

ることではないかと思う訳です。個人的

すべて、或いは又、入会することがステ

しゃるのではと感じてしまうのでありま

会したての頃は、夜間例会、懇親会等、

では、乾杯が終わったらすぐに席を立っ

んで初めて自分のテーブルについて料理

恐縮しておりました。こうしたお互いを

だったのかも知れません。大いに盛り上

バスを利用することもありましたが、若

又、出かけた時には、ことあるごとに、

であります。昨今のように仲間同志や個

ロータリー行事の時は団体行動が常で

いやり、そして皆で」というのが大変大

人としての初期的な、或いは基本的な行

長の指導力を問うも

傷ということで申し

いうこと。今が、「ド

されます。

り印象としては好ま

そんな訳で、今は亡

１年目に「もうこれ

のだが、正直、まだ

れました。この間、

と思っておりました

会して良かった」と

な思いも沢山した。

験もした。この間、
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な言葉が出たのであ
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思います。特に、新
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宴席においては、

って、端から端まで

理を突っついたもの
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行為をお互いが積み



重ねることにより、信頼感

ものが築き上げられて来た

在も大きかったと思います

をことさら問う必要もなか

昨今のロータリーは、先

人的行為のみならず、ロー

も知れませんが、ロータ

う訳です。自己宣伝の啓蒙

に、しかも積極的にアピー

従来は全く正反対で、私に

いつつあるのではないか

す。響きも良いです。で
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触った方も多々いらっしゃ

幸いであります。ご清聴あ
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感、連帯感が生まれ、葛生クラブ独特の

たと思います。勿論、吉澤兵左さんとい

す。いずれにしても、当時は今問われて

かったということです。

先ほど「ドライ」と表現しましたが、こ

ータリーにおいても、言えることかと思

リー事業そのものが商業的に走り過ぎて

蒙がやたら多く目に付く。ロータリーの

ールするような行動を良しとする指示を

に言わせると、ロータリーも軽くなった

と感じてしまう訳であります。ＣＬＰ導

も形じゃないと思います。大切なのは心

むか。如何に人々の求心力を高めるかだ

ないのであります。

、地区上層部においても色々なターゲッ

な賞を設けて、クラブ同士を又ロータリ

る活動の建前参加を促す。又、寄付金等

から逸脱したような振る舞いに汗を流す

るものにとっては、滑稽に思えて笑わず

領、「四つのテスト」、そして、ポール

のかどうか？と。

、もっともっとシンプルであった筈であ

ザ・ベスト」というものでした。昨今は

ものが感じられない。せせこましく、働

は、事業を行うに当たっても、又、何を
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ありがとうございました。
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本日の出席
会員数 義

33 名

本日の欠席者 石原 坪内

前回の出席

(修正)

前例会日

6/28

・アシス

谷 和文君

いよいよ奥澤

しょう。また

一年間ニコニ

中田英昭君
結婚して 22

来年はいよい

中川藤外志君
「なでしこジ

やはり日本は

横地正明君
本日は、奥澤

それから、バ

篠崎美智雄君 奥澤会長 今

齋藤孝之君 奥澤会長 一

小曽戸健治君 奥澤会長、関

岩崎昇一郎君 一年間ありが

須藤功一君
新奥澤会長、

又、よろしく

新田 実君

谷ニコニコ B

今年も頑張っ

奥澤新会長さ

ニコニコＢＯＸ報告

欠席の連絡
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務出席者数 欠席数 事前メーク

24 名 4 名 1 名

藤井 吉澤(慎)会員

欠席数 事前メーク 修

4 名 1 名

スタント 関塚 TEL ８４－１０３

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５

澤年度のスタートです。微力ですがいっ

た、皆出席をいただきました。

ニコ BOX よろしくお願いいたします。

年目になりますが、よくここまで来た

いよ 2 人きりになってしまいますね！

ジャパン」の活躍に感動!!

は女性でもっていますね。

澤新会長のスタートの例会ですね。1 年

バレーボール始球式では大変お疲れ様で

今年 1 年よろしくお願いします。

一年間宜しくお願いします。まじめに働

関口幹事 1 年間宜しくお願い致します

がとうございました。奥澤年度よろしく

関口幹事様の船出を祝います。

くお願いいたします。

BOX 委員長！そして岩崎国際奉仕委員長

って汗を流して下さい。

さん、今年はロータリーを楽しませて下

谷 委 員 長

出 席 状 況 報 告

酒 庭 委 員 長

出席率

87.9％

修正出席率

88.6％

２（サムディー）

５－４４５１

っしょにがんばりま

と思います。

間頑張って下さい。

でした。

働きます。

。

くお願いします。

長！

下さい。
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福島秀治君

毎年 7 月の第 1 例会は楽しみです。こちらも「さわやか」な気持ちに

なります。

奥澤会長、関口幹事 健康に注意され 1 年間無事にお勤め出来ますよ

う心からお祈りします。

中田秀昭君
奥澤会長、関口幹事 よろしくお願いします。

私が会長の時はお世話になりました。

酒庭和一君
皆出席を頂いてありがとうございます。

奥澤会長、関口幹事 1 年間よろしくお願い致します。

馬場俊一君
奥澤会長、関口幹事 1 年間頑張って下さい。今年は猛暑が続くので、

身体に十分なされる事!!

横塚信也君 奥澤会長、関口幹事 1 年間御苦労様です。奥澤年度を祝して。

小林祥郎君
谷 直前会長、岩崎直前幹事 ごくろうさんでした。

奥澤新会長、関口新幹事 1 年間よろしくお願いします。

奥山國之君
かんばれ！奥澤会長、みんなでサポートしますから、迷わず進んで下

さい。

野部栄一君 奥澤・関口年度の発足を祝して。

江田惣平君
新年度奥澤会長、関口幹事ご苦労様です。

1 年間よろしく御願い致します。

駒形忠晴君

谷前会長、岩崎前幹事 1 年間おつかれ様でした。いろいろお世話にな

りました。ありがとうございます。

奥澤新会長、関口新幹事 1 年間よろしくお願いいたします。

八下田幸三君
奥澤会長、関口幹事 一年間よろしくお願いします。私も良きご指導

のもと頑張ります。

奥澤松利君

江田、谷、酒庭、福島、新田、立川、小曽戸、齋藤、岩崎、中田(英)、

横地、八下田会員 バレーボール大会 夕方忙しい中、大雨の中参加

ありがとうございました。

田澤秀文会員、忙しい中卓話ありがとうございました。

谷会長さんも岩崎幹事さん一年間本当にお疲れ様でした。

2011 年～2012 年度新しい年度今日から始まります。

皆様宜しくお願い致します。

他クラブ

例会場案内

田沼ＲＣ 木曜日 12:30～ 道の駅 どまんなか田沼

佐野東ＲＣ 水曜日 12:30～ レストラン大津栄

佐野ＲＣ 月曜日 12:30～ ホテルサンルート佐野

岩舟ＲＣ 火曜日 12:30～ 岩舟会館

会報委員会 委員長 齋藤孝之 副委員長 長島 徹 委員 福島秀治


