Vol.52
■外部卓話
相澤

第2444回例会

光春 様（パストガバナー ふじさわ湘南RC）

ふじさわ湘南 RC の相澤光春と申します。
昭和４９年（１９７４年）に藤沢青年会議所（JC）に２７歳で入会。
当時の藤沢市の人口は２５９,０００名余でした。
JC 卒業の１９８８年（昭和６３年）には人口３４１,０００名余となり
３０万人を超えたのが１９８０年（昭和５５年）で、２０２２年１月１日
４４３,０００人余と人口増加が続いて街の活力も出てきております。
JC 在籍１３年間は県全域の方々と同じ志をもって我が街の 街づ
くり と 人づくり （自分自身づくり）に邁進しました。良い友人
にも出会うことが出来ました。JC 時代の私の財産でもあります。例
会が終わると必ず会食でした。
日本青年会議所は１９７７年に横須賀ロータリークラブの小沢一彦
さんが会頭に就任されております。小沢一彦元 RI 理事は現在（公・
財）ロータリー米山記念奨学会名誉理事長・ポリオプラス日本担当
アドボカシーアドバイザーなどの役職でご活躍されております。小沢
大先輩が２０００〜０１年 D２７８０ガバナーの時に私共ふじさわ湘南
RC が誕生いたしました。私自身も今日ここに在るのも小沢大先輩
のお陰だと思っております。思い出の一つに２０００年１０月横須賀
での認証伝達式は地区大会の場で次年度 RI 会長のリチャードキン
グ会長代理より受け取ることができました。これも小沢大先輩のご
尽力によるものだと併せ感謝申し上げる次第です。
２０１３年にガバナーを仰せつかり取り組んだ内容は、
①RIテーマの
ロータリーを実践 ②地区の広報委員会を公共イメージとする③ポ
リオ根絶の推進、２０１３年からの RI の戦略計画の具体的な優先
事項はクラブサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共
イメージの認知度の向上、の三項目でございました。
私は公共イメージの認知度の向上に取り組もうとその委員長に当
クラブの大谷新一郎 PG にお願いをしました。
理念のない実践は活動の価値がなく、実践しない理念だけの活
動は空虚です。と故南園義一氏（防府 RC・元 RI 理事）は述
べられておりました。
当地区小沢大先輩は、実践することが大事であり、実践するこ
とにより新たな奉仕が見いだせる実践をしなければ何も生まれてこな
いとよく話されています。そして人々のニーズに応えて奉仕すること
が、ロータリーの中核となり、強さの証であると思います。
大谷 PG に委員長としてロータリーの公共イメージの認知度を高
めるのに、RI 優先事項であるポリオ根絶に取り組んで頂きました。
実践することは素晴らしい人との出会いとつながりが生じ、地域
社会から得られる尊敬・信頼へとつながり、つながりは絆へと人と
の結びつき他人を恵む「恩愛」へとなると存じます。
実践し、素晴らしい方々との出会いとつながり、良い人間関係を
創っていただきたいと存じます。実践はクラブの中から湧いてまいり
ます。
今週の情報
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終わりにあたり、徳久京子会長を中心にクラブの皆様方のご健勝、
ご多幸をご祈念申し上げます。
※紙面の都合上、お話の内容を一部抜粋して掲載させていただきました。

■会長の時間

会長

徳久

京子

ようやく猛暑は峠を越し、朝晩は少し過ごしやすくなりました。
さて、新年度も二ヶ月を過ぎ、昨日９月５日は地区大会ゴルフコン
ペが行われ、来月１５、１６日には地区大会が行われます。また、
友好クラブの鹿屋西クラブの当クラブ訪問日程が１１月１５日に決まる
など忙しくなってきました。会員のみなさまには、積極的にこれらのイ
ベントに参加していただき、「取り戻そう」「記憶残る年にしよう」を
実践していただきたいと思います。
今月は、
ロータリーの友、基本的教育と識字率の向上月間ですが、
本日はロータリーの友についてお話したいと思います。
ロータリー雑誌の購読は、定款でも「購読義務」として定められ
ております。編集はロータリアンが行っており、中村辰雄会員が編
集委員を務めてくださっていたこともありました。今、皆さんが読んで
いるのは、紙のロータリーの友ですが、ロータリーの友の HP がある
のはご存じでしょうか。この HP が非常に充実しておりまして、最新
版だけでなく過去に発行された全てのロータリーの友が電子化され
ており、検索機能もついているのです。
試しに「相模原南」で検索してみると７１件の記事が出てきました。
その中から、いくつか記事を紹介します。まず、１９９０年１１月号の
東京西北クラブ三村勉さんという音楽家の方の記事です。四つの
テストの作曲者である水谷暢宏さんについての記事です。水谷さん
が２０年近く４つのクラブで伴奏を務めていて出席率は４００％に及ぶ
ことになる、ということをこの記事で初めて知りました。また、１９９３
年５月号には水谷さんのチャリティーリサイタルに関する記事が掲載さ
れております。執筆者は当時幹事だった大谷会員です。リサイタル
は１９９２年１１月３日に開催されたのですが、翌年１月に水谷会員は
逝去されましたので、この記事はその後に掲載されたものとなります。
過去の活動については、クラブ内に残された資料や先輩会員か
らのお話からも知ることはできますが、ロータリーの友への掲載は実
際に携わった方がまとめてくださったものですので、鮮度が高くとて
も参考になります。今回膨大なアーカイブを見て、ロータリーの友は
過去の活動の記録としても大変意味のあることですし、今後もロー
タリーの友に投稿できるような活動を行うクラブでありつづけたい、と
感じました。
なお、過去の誌面を週報に掲載するためにはロータリーの友編集
部に確認を取る必要があるため、今回は掲載はいたしませんが、
是非、みなさま一度ロータリーの友 HP から、当クラブの活動の様
子をご覧いただき、これからの活動の参考にしていただきたいと思
います。
（ロータリーの友 https://rotary-no-tomo.jp/）
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■幹事報告

幹事

藤原

新一

１９８８年（学）岩本学園 南大野幼稚園 副園長
１９９１年 同理事長（２００８年より理事長・園長）
相模原南ロータリークラブ入会（３１年目）深沢博、林佑会員の推薦
２００４−０５年度 佐伯年度幹事
２００９−１０年度 会長
・この間、肩書が増え続ける（社福理事、学法理事、会社役員、幼
稚園団体役員等）
・故天野祐吉氏（広告批評発行人）から６０歳が近づいたら鎧年表とし
がらみ地図を毎年書き出し、肩書を徐々に外し、付き合いを減らしていく
べしとのアドバイスを受け実践→２０２２年現在、肩書のある役職はまだ残
るが、人生の軽量化に励んでいます。
２０１０年 某大学非常勤講師「保育内容総論」を担当（２０２０年定年退職）
２０２２年 現在（学）岩本学園 南大野幼稚園 理事長・園長
＊教育はやはり出口より入口のほうがおもしろいと実感しています＊
く趣味〉
・マリンスポーツ（大学時代ヨット、
４０代シーカヤック、今年 SUP を始める）
→軽量化しています。
・音楽鑑賞（学生時代ギター挫折、よく聴く音楽 : ロック、ジャズ、
R&B、クラシック）
好きなミュージシャン : マイルス・デイビス、アレサ・フランクリン、エリック・
クラプトン、グレン・グールド、佐野元春君
オーディオ遍歴（現在、真空管アンプにこだわる。スピーカーは小型化）
・映画鑑賞（大学時代、蓮実重彦先生の授業を受けて映画の奥深さを
知る）
好きな監督 : ブライアン・デ・パルマ、ジャン・ジャック・アノー、大林宣彦、
黒沢清君

◆今後の予定
９月２０日は休会です。
１３日、
２７日は通常例会です。
２７日は鎌倉 RCの菅原 PGの卓話です。
メール及び FAX にてご連絡申し上げていますが、欠席の場合には
ご連絡お願いいたします。
◆１０月１５日・１６日地区大会開催
９月７日の地区大会実行委員会にて、当クラブからのお手伝い詳細
が決定する予定です。詳細は追ってご連絡いたします。
◆鹿屋西 RC の当クラブ訪問について
１１月１４日−１５日に訪問予定です。ご都合付く方は、歓迎会を１１月１
４日（月）に行う可能性がありますので日程についてご承知おきください。
◆地区より
青森県大雨災害への義援金協力依頼が来ております。１人１,０００
円以上のご寄付をお願いいたします。
◆理事役員会にて、９月の例会の形式をスクール形式での例会を続け
ることが決定いたしました。

■会員卓話

岩本

勉

１９５５年 川崎市にて出生、幼稚園以降、相模原市上鶴間に居住。
同年生まれの著名人（スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、ブルース・
ウィリス、江川卓、具志堅用高）
１９７８年 立教大学社会学部社会学科卒業後、時事通信社入社。時
事通信社退職後、
立教大学文学部教育学科に再入学（教育者を目指す）
・某高校で社会科（倫理社会）を教える（あまり触れたくない過去です）

■慶祝
誕生日記念祝
9月 2日 一ノ瀬 裕君
9月 9日 渋谷
勝君
9月 22日 雫田 直輝君
9月 30日 柏原 政人 君

結婚記念日祝
9月 18日 宮崎 雄一郎 君

誕生日記念祝（ご夫人）
9月 6日 徳久 京子 君 夫 君
豊 様
9月 10日 小方
實 君 夫 人 冨喜子 様
9月 18日 鈴木 雅朗 君 夫 人 まゆみ 様

■本日のスマイルBOX
徳久 京子 君、藤原 新一 君
★昨日の地区懇親ゴルフにご参加の皆様、お疲れ様でした。岩本
さん、卓話楽しみにしております。
鈴木 晴澄 君
★昨日の地区大会ゴルフコンペ会長始め、多くの方にご協力を
いただき、無事何事もなく終了しました。ありがとうござい
ました。南クラブは楽しくて大好きです！
栗林 一郎 君
★昨日開催されました、地区大会記念ゴルフにお手伝いいただ
いた皆様、ありがとうございました。２３０名近いプレーヤ
ーの参加をいただき、天候にも恵まれ、幸先の良いスタート
でした。
佐伯 外次 君
★昨日は飲物のご利用ありがとうございました。

□出席報告：出席委員会
前々回
第 2442 回
第 24 4 4 回

8 月 23日
9月

6日

9月 6日

会員数

徳久 京子 君
★夫の誕生日プレゼントをありがとうございました。
宮崎 雄一郎 君
★今日は私の結婚記念、いわゆる金婚式です。早いものであっ
という間でした。これからも皆さんどうぞよろしくお願いし
ます。
小方 實 君
★妻のバースデープレゼントありがとうございました。
一ノ瀬 裕 君
★誕生日プレゼントありがとうございました。７３歳になれま
した。大谷会員と竹村会員と同じ年です。

■本日のスマイル
■累
計
出

席

メイクアップ

合

計

出 席（％）

21,000円
188,000円
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当日

48（41）

26

0

26
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修正

48（41）

26

6

32

78.05
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当日

48（44）

32

5

37

84.09
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8月2 3日
（ 修 正 ）完 全欠席= 一ノ瀬、江田、雫田、澁谷(直)、鈴木(雅)、
中山(智)、
中山(義)、
松山、
溝渕

会報委員長 栗林

担当委員

柏原 若林 中村
（文） 鈴木
（昌） 大谷 足立 森泉 江尻 小川 吉田 須坂 鈴木
（晴） 中山
（義） 松井 米田

