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第 1202回例会
・青少年交換選考結果について

先週末、青少年交換の選考試験がありました。第 5

石渡星舞さん（弥栄高校 1 年／フランス派遣）

グループから 5 名が挑戦し、大野 RC 推薦の石渡君が

富澤泉実さん（聖セシリア高校 2 年／選外）

合格しました。カウンセラーを選出し、月 1 回オリエ ・青少年交換派遣候補生オリエンテーションの案内
12／1（土）14 時

ンテーションに出席して頂きます。手を挙げて頂ける

方はお知らせください。2017－18 年度受入学生（ボト 例会変更

第一相澤ビル

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

ンド君）の会計報告が来ました。第 5 グループでは、 11／15（木）相模原※

津久井中央

会員 1 人 2,000 円を負担していますが、今回は 223,332 11／16（金）津久井※
円の残金が出ました。会長幹事会で話し合い、R 財団

11／19（月）相模原東※

寄付とすることになりましたのでご報告致します。

11／20（火）大和

明日はボジョレー･
ヌーヴォーの解禁日です。フラン 11／22（木）相模原※
スの 2 大名醸地は、ボルドーとブルゴーニュで、ボル 11／23（金）津久井※

津久井中央
相模原グリーン※

ドーは 4 種類の葡萄を混ぜて作り、ブルゴーニュは単 11／26（月）相模原柴胡※
品種で作ります。赤はピノノワール、白はシャルドネ

週報受領

やアリゴテを使いますが、ボジョレー･ヌーヴォーはガ その他来信

相模原南
ハイライトよねやま 224

メイ品種を使います。ヌーヴォーは「新しい」と言う

≪理事会報告≫

意味でプリムールとも言い、今年収穫した葡萄をワイ

*

会員増強の件・・候補者 3 名に接触図る

ンにして、熟成させずに出荷したものです。昔は出来

*

車椅子プロジェクトの件・・・クラブ協議会で検討

不出来を見るためのものでした。解禁日が決まってい

*

Xmas 例会の件・・12／22（土）18 時

るので、日付変更線の関係で日本が最も早く飲めるの

会費：出欠に関わらず全員徴収とする（詳細後日）

です。罰則規定はありませんが、11 月第 3 木曜日解禁 *

1／16（水）職場訪問 → 地区委員卓話に変更

と決まっています。普通の赤ワインは、パサラン（醸

≪会長幹事会報告≫

造機）に葡萄を入れプレスして絞ります。果肉と果皮

*

財団補助金奨学生・・3 名決定
（グローバル補助金 2 名、地区補助金 1 名）

の間にあるタンニン（渋み成分）も一緒に溶け込むの
で渋みのあるワインになります。ヌーヴォーは醸造方

センチュリー

*

My Rotary 登録 50％、未だの方はお早めに！

法が異なり、マセラシンオン･カルボニックという方法
で作ります。葡萄を破砕せず、充満する二酸化炭素と

中丸 剛

会員（社会保険労務士）

一緒にタンクの中に置いて発酵させることで、フレッ

私は H28 年 4 月に入会し、2 年半が経

シュな香りと、渋みが少ないのに濃い色合いを兼ね備

ちました。例会見学として、初めて参加

えたワインになります。赤ワインですが冷やして、脂

したのは夜間例会でした。ロータリーク

の乗った秋刀魚や鰤などともよく合います。皆さんも

ラブの存在は知っていましたが、何をするところなの

是非お楽しみください。

か、どの様なクラブなのか、全く分かりませんでした。
地域の名士や優良企業の経営者など、高尚な方たちの

・地区 RAC 年次大会の案内 登録期限：11／17（土） 集まりと言うイメージを持っていて、緊張して会場に
12／2(日)12 時

三浦学苑高校 登録料：6 千円

行ったことを覚えています。それ以上に、強烈に印象

に残っているのが点鐘です。今迄見たこともない光景

ロータリーに入会しなければ、何も感じられずにいた

に、場違いな所に来てしまったのかと思いました。例

と思います。今回、卓話をするに当たりロータリーに

会はとても和やかで、ロータリーの話等々、楽しい時

ついて調べたところ「ロータリアンの職業宣言」に目

間を過ごしました。当時は開業して 1 年半ほどで、漸 が留まりました。
『1.職業は奉仕の一つの機会なりと心
くお客様が付くようなったところで、家族を養わなけ

に銘せよ。2.職業の倫理的規範、国の法律、地域社会

ればならず、会費がネックで入会を躊躇していました。 の道徳基準に対し、名実ともに忠実であれ。3.職業の
それでも入会を決めたのは、声を掛けてくれたご縁も

品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度の倫理

あり、仕事に繋がればと言う気持ちもありました。出

的基準を推進すべく全力を尽くせ。4.雇主、従業員、

席率は余り良くありませんが、例会や奉仕活動を通じ

同僚、同業者、顧客、公衆、その他事業または専門職

てロータリーへの理解も少しずつ深まっていると感じ

務上関係を持つすべての人々に対し、ひとしく公正な

ています。人に聞かれても明確に答えられませんが、

るべし。5.社会に有用なすべての業務に対し、当然そ

感銘を受けたのは「四つのテスト」です。これを規範

れに伴う名誉と敬意を表すべきことを知れ。6.自己の

にすれば、多少の問題も未然に防げるのではないか、

職業上の手腕を捧げて、青少年に機会を開き、他人か

この尺度で行動すれば、世の中上手く回るのではない

らの格別の要請にも応え、地域社会の生活の質を高め

かと思いました。仕事柄、企業側と従業員側の間に立

よ。7.広告に際し、また自己の事業または専門職務に

ち、トラブルを良い方向にもっていくための努力をし

関して、これを世に問うに当たっては、正直専一なる

ます。最近はその様な相談が非常に多く、相談を受け

べし。8.事業または専門職務上の関係において、普通

るたびに「四つのテスト」と照らし合わせて考えれば、 には得られない便宜ないし特典を、同僚ロータリアン
大体の問題は解決できると思っています。事務所には

に求めず、また与うることなかれ。』これは、私の仕

「四つのテスト」を掲示して、日々の行動に活かして

事にも関連する部分が多く、従業員教育や組織の在り

いければと思います。私の好きな経営者に、松下幸之

方等に幅広く当てはまると思いました。仕事に対して

助氏がいます。松下電器産業の創業者で、彼に関する

プライドを持つとかは、経営者も従業員も一緒だと思

書籍は沢山あり、私も何冊か持っています。従業員説

います。セクハラ･パワハラ等のハラスメントも、根

明などの時、
「人の上に立つには何が必要か」など参考 本的に自分の尺度をしっかりと持っていれば、起らな
にしています。先々月、偶々本棚の 1 冊を読んだ時に、 いのかなと思います。今後も、これらのことを肝に銘
今迄気にもならなかった言葉が気になりました。
「社会 じて仕事に活かして行ければと思っています。
正義と言いますと非常に茫漠としておりますが、この

最後に、入会して 2 年半、仕事の都合で出席できない

道に誤りはないか、また、業界のためになるかと言う

心苦しさから、何度か退会を考えました。それでも続

事を考え、その道に沿ってこの数字が出るかと言う事

けているのは、独立した今も常に不安を持ちながらも

です。それが、業界がどうなろうが、その数字さえあ

ホッとする場所であり、会社員時代の上司･同僚に近

ればよいのだ、遮二無二進むという事であれば、むし

い相談できる関係や安心感があるからだと思います。

ろ何もやらない方が良いと思います。そんなことをし
て会社が繁栄しても何が得られるのか、人間としての
目的に反すると思うのです。」この本は何回か呼んでい
るのですが、今まで読み飛ばしていました。今回改め
て読んだ時、ロータリーと似た部分があり、
「四つのテ
スト」に繋がっているのかと感じ、凄く嬉しい気持ち
になりました。ロータリーに入会して感銘を受けた言
葉を、尊敬する松下幸之助が行動の尺度として持って

出 席 報 告

いたことに、親近感を覚えました。

米山奨学会功労者表彰
第1回

齋藤美希子

会員／布野 一喬 会員

第2回

小口 伸夫

会員

第5回

座間

会員／田所 啓二 会員

勇

今後の予定
11／28（水）クラブ協議会
12／5 （水）年次総会
12／12（水）外部卓話／平田文博氏
12／19（水）→

12／22（土）Xmas 家族例会

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

7名

6名

0名

6名

53.85 ％

10／31 69.23 ％

