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第 1220回例会
≪入会式≫

4／1 に新年号が「令和」と発表されました。出典は、 氏

名：判治君代（はんじ きみよ）

日本最古の和歌集・万葉集と言われています。考えて

生年月日：1942 年 1 月 25 日

みると我々が生まれた「昭和」は長く、今後これほど
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事業所：サガミ TOPBOX

長い年号は無くなると思います。子どもの頃は、明治･

〒252-0328 相模原市南区麻溝台 3-7-11

大正生まれの人達を見て、長生きだなと思っていまし

TEL／FAX 042-743-8596

たが、私達も昭和・平成・令和と 3 つの年号を生きる ロータリー歴：2015 年 6～2018 年 11 相模原西 RC
訳で、今度は言われる立場になってしまいます。昭和
生まれの人、特に団塊世代は活力に溢れ元気な方が多

小川忠久

様（2015～16 年度 AG）

いように思います。今の若い人達は、元号よりは西暦

私がロータリーに入会したのは 52～3

を使う人が多いようなので、これから先、元号が使わ

歳の頃で、どちらかと言えば遅い方でし

れなくなるのではと考えてしまいます。元号が変わる

ょう。普通のサラリーマンとして 30 年足

事で色々な作業が沢山ありますが、日本以外で元号を

らずを過ごし、退職後、暫くしての入会

使っている国は殆どありません。イスラエルがユダヤ

でしたので、経歴からみても少数派でしょうか。そこ

歴（イスラム歴）を、北朝鮮が金日成の誕生を紀元と

で、今回は入会前にロータリーをどのように思ってい

する主体歴を使っていて、独特なものがあります。

たのか、入会時にロータリーに何を期待したのか、実

5／1 から「令和」になりますが、これからは若い人 際に入会してどうだったのか、そして今何を思ってい
達が世界を支えて行く訳で、日本独特の元号を末永く

るのか等、順番に整理し乍らお話ししたいと思います。

大切にして行って頂きたいと思います。昔と比べて「天 1. 入会する前にロータリーをどのように思っていた
皇」が身近な存在になってきました。平成は自然災害

のか／私は 20 台後半の数年間、米国・サンフランシス

が多く、被災地のお見舞いに行かれては、国民に声を

コの邦銀の支店に勤めていました。ロータリアンであ

掛ける姿を多く見ましたが、これも大変な事だと思い

った父親が旅行で訪れた際、一緒にシカゴへ廻り、父

ます。自分が責務を果たせるうちに、次の代へ引き継

の希望でシカゴ№１RC を訪問しました。同市は、皆

ぐことも必要なのではないかと痛感しました。

様ご承知の通りロータリー誕生の地、そこでバナーの
交換をしましたが、これが私にとり初めてのロータリ

・My Rotary･クラブセントラルセミナーの案内
4／27（土）15：00～

第一相澤ビル

出欠：4／8

出席義務者：次年度会長・幹事
週報受領
例会変更

相模原柴胡

ー体験でした。更に次の旅先グランドキャニオンの宿
泊ホテルで、偶々ロータリークラブの例会をやってお
り、父のメークアップのお供をしました。ロータリー

では出席が重視され、この様な方法で欠席の穴埋め

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 をするのだと知り、日頃慣れ親しんだビジネスとは

4／4 （木）相模原橋本

別のもので、面白いなと感じました。その後日本に

4／5 （金）津久井

帰国し、暫くして国内支店勤務となり、初めて都内

4／12（金）相模原グリーン※

のロータリークラブに入会しました。代々支店長が

4／16（火）相模原中※

会員となっており、言わば仕事としてのロータリア

ビジター＆ゲスト

小川忠久 様（相模原グリーン RC）

ンといった感じで、１年半程在籍しましたが、印象

に残るところは残念乍ら余り多くありません。

【私なりのロータリーのポイント】

2. 今のクラブに入会した際に期待した二つのこと／

・クラブであること⇔仕事ではない／同じ会費を負担

銀行を 50 歳で退職し、地元相模原に戻りましたが、知 し全員同等、役職は単なる会の運営上必要な呼称
り合いの方からの熱心な勧誘もあり、2～3 年後に今度 ・お互いの考え方を尊重する（多様性）／夫々の価値
は自分の意思で現在のクラブに入会しました。これが

観、考え方を認めあうことが必要

私の実質的なロータリー活動の始まりとなりました

・奉仕と親睦／地域や国際社会に何らかの形で役に立

が、入会時に二つのことが出来れば良いなと思いまし

つ。親睦（fellowship）は、会員同士互いに良く理解

た。一つは、地元での知り合いを増やすこと。中学か

しあうこと。その手段として飲食やゴルフもあり。

ら地元を離れて学校生活を送り、就職後も都内と海外

◎どちらも等しく重要、どちらか一方でもダメ

勤務に明け暮れ、知り合いは小学校時代の幼友達のみ。 （参考）戦略計画の５つの中核的価値観
地元地理にも疎い程でした。もう一つは、世の中に役

奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ・仕事

立つ事を何かすること。銀行員時代は、会社の為、自

（家庭）とロータリー活動／当然のことながら仕事優

分の為にひたすら働き、本当に社会に役立つことをし

先で良い、都合悪ければ他の会員に依頼する。例会欠

ているのかと、時に疑問を感ずることもありました。

席の場合、可能な限りメークアップ

サラリーマンを辞めたのだから、今度は多少でも、世

・寄付／自分なりに目的を理解し、出来る範囲内の貢

の為人の為に役立つことをしたいと考えました。

献をする。実際に「汗を流す」事と同等の価値を持つ。

3. 実際に入会してどうだったのか／二つの目的は充

・クラブで自分の得意分野をつくる／例えば、ロータ

分に達成されたと思います。地元の知り合いは飛躍的

リー財団、米山奨学生、青少年交換等々

に増え、更に会長経験後に地区の役員を経験し、神奈 ・柔軟なクラブ運営／単なる踏襲ではなく、話し合い
川県内のロータリアンとの交友の輪が広がりました。
結果として仕事に役立つこともしばしばあったと思い
ます。更に、地域社会のことにもより関心が深まり、
ロータリーが行う様々な奉仕活動に参加するに従い、
自然と世界にも目が向けられようになりました。具体
的にはロータリー財団、米山奨学金を通して寄付の意
味合いも理解でき、個人的には青少年交換学生のカウ
ンセラー・ホストファミリーを経験し、平和フェロー
のカウンセラーにも携わりました。他人の為に労力や
時間を使う事が身近な事となり、サラリーマン時代の
私とは違ってきたのではないでしょうか。

4. まとめ／「最も良く奉仕する者、最も多く報いら
れる」というロータリーのモットーにもあるように、
仲間の価値観を尊重しあい、大らかでゆったりと
した心持で様々な活動に当たれば、我々の活動が相
手や社会の幸せだけでなく、われわれ自身にも幸せを
もたらします。知らず知らずに自身の成長を促すこと
につながり、これがロータリー活動の果実だと思いま
す。皆さんも、ロータリーを通して人間を磨きましょ
う。平たい言葉で言えば、
「カッコイイ男性や女性にな

出 席 報 告

ろう」ではありませんか。

のもと時代の流れに沿って装いを新たにする
おめでとうございます！

今月のお祝い
結婚記念日

小口伸夫

会員（23 日）

奥様誕生日

角尾政美

様（14 日）

中丸春美

様（19 日）

スマイル報告
小川忠久

様

今年度累計

￥240,000

今日は卓話者としてお招き頂き、有難

うございます。ご期待にお応えできるか分かりません
が、宜しくお願いします。丁度、桜の良い時期ですね。
座間勇

会長

小川様、本日はお忙しい中、お越し頂

き有難うございます。卓話楽しみにしています。
角尾彰央

会員

小川 PAG お久し振りです。本日の卓

話楽しみにしております。女房のお誕生日祝い、有難
うございます。いつも忘れてしまうので助かります。
判治君代

会員

初めまして。相模原西 RC から移籍

して参りました。これから宜しくお願いします。

今後の予定
4／17（水）卓話「税務の心得」齋藤美希子会員
4／24（水）→ 4／21（日）地区研修・協議会
5／1（水）取り止め（定款第 8 条第 1 節(ｃ)による）
5／8（水）卓話【青少年奉仕月間に因んで】

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

16 名

2名

11 名

3名

1名

1名

78.57 ％

修正出席率
3／20 76.92

％

