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③10/15（土）干潟館フェスタが開催されさました。
焼きそば作りやイベントのお手伝いにご協力いた
だいた皆様、奥様も参加いただき誠にありがとうご
ざいました。 （轟会員、福嶋会員、河口会員、御幡会員、

★司会 茶谷龍太 SAA
★点鐘 安本好勝 会長
★ロータリーソング
「手に手つないで」 ｢笑顔の集い｣
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幹事報告
会長

【特別ビジター】
高良 明 様（国際ロータリー 第2590地区 ガバナー）

小枝義夫

幹事

1.例会変更のお知らせ
2.次週は川崎R C合同例会です。ネクタイ、ジャケット
でお越しください。
3.本日は理事会を開催いたします。

＊近隣ＲＣからのお知らせ
越水詞郎 様（国際ロータリー 第2590地区 地区副幹事）
戸村正房 様（国際ロータリー 第2590地区
第１グループ ガバナー補佐）

ビジター紹介

山﨑美津夫 親睦活動委員長

ありません

出席報告
本

日

前々回
前々回
メーク
アップ

中條藝立 出席委員長

会員数 出席率 出席者
該当者

前回修正
ホームクラブ
欠席者 出席率 メーク
アップ 出席率

35 32 26
35 32 27

6 81.25
5 84.38 2 90.63

小峰則明・飯坂俊弘

会長報告

(敬称略)

安本好勝

会長

【訃報】
麦島会員の御母堂様が、ご逝去されました。
ここに謹んでお悔やみ申し上げますとともに
心よりご冥福をお祈りいたします。

●川崎高津南ＲＣ
11/14（月）→ 12（土）地区大会に参加
11/21（月）昼例会 点鐘12：30
●川崎西ＲＣ
11/11（金）→ 12（土）地区大会に参加
●川崎中原ＲＣ
10/27（木）休会（定款による１回目）
11/ 3 （木）休会（祝日 文化の日）
11/10（木）→12（土）地区大会に参加
11/24（木）→11/20.21 一泊親睦例会
●川崎中ＲＣ
10/18（火）移動例会(富士通川崎工場)点鐘12：10
●川崎北ＲＣ
11/9 （水）→12（土）地区大会に参加
11/23 （水）休会（祝日 勤労感謝の日）
●川崎ＲＣ
11/3 （木）祝日（定款細則により）
●川崎幸ＲＣ
11/11（金）→12（土）地区大会に参加
12/16（金）→15（木）移動例会
12/23（金）休会（祝日）
12/30（金）休会（定款細則により）
●新川崎ＲＣ
10/26（水）休会（定款細則により）
11/9 （水）→12（土）地区大会に参加
11/23（水）休会（勤労感謝の日）

＊週報を送ってくださったＲＣ
新川 崎ＲＣ

今後の予定

（鈴木会員、小枝会員、増田敏雄会員参加）

◎ 10月27日(木) 「川崎・川崎マリーン 合同例会」
場所 川崎日航ホテル 点鐘12：30
卓話者：北原 照久 氏
◎ 11月 3日(木) 休会（祝日 文化の日）
◎ 11月10日(木)→12日（土）地区大会に参加
集
合：11：00 JR川崎駅時計台
現 地 例 会：12：00
本会議点鐘：12：30(登録開始11：30～)

（飯坂会員・小峰会員・増田敏雄会員・安本会長）

■西尾 猛 社会奉仕委員長
災害義援金ＢＯＸの設置についての報告
■伊藤恒満 親睦活動委員
10/27第3回親睦活動委員会定例会開催
■野口四郎 会員
学友ﾛｰﾀﾘｰﾌｪﾛｰ ﾏｰｸﾌﾗﾆｶﾞﾝさんが10/24日本で研究
発表を行います。

1.ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（ＲＬＩ）開催のご案内
各テﾃｰﾏをﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ形式で３回開催します。
2.2017/6/10～14 ロータリー国際大会
（米国・ｱﾄﾗﾝﾀ）のご案内
3.先週の鎌倉散策例会にて当クラブで集めた東日
本義援金の一部を「鎌倉ｱｼﾞｻｲの苑ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
に贈呈して参りました。
産経新聞10/15号に詳しく掲載されております。
4.規定審議会の件ｱﾝｹｰﾄ結果についてのご報告
5.その他
①10/18（火）ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌにご参加の皆様、有難う
ございました。
②10/26（水）7クラブ親睦ゴルフ開催

（茶谷会員、小峰会員、増田敏雄会員、宮本会員
島田会員、内田会員、安本会長）

委員会報告

本日の卓話

ガバナー公式訪問記念寄付

ガバナー公式訪問

「人生の意義と地区方針」

ロータリー財団
米山奨学会
へ贈呈致しました。

国際ロータリー 第2590地区
ガバナー

高 良

明 様

本日は「ガバナー公式訪問例会」として、国際ロータリー第2590地区ガバナー高良明様に卓話を頂戴しまし
た。まず、高良ガバナーが驚かれたことは、マリーンのクラブソングです。「笑顔の集い」、この歌詞にロータ
リーのすべてが凝縮されていると絶賛いただきました。和顔愛語（おだやかな笑顔と思いやりのある話し方で
人に接すること）という天台宗の言葉にも代表されるように、スマイル、笑顔が最大の価値です。週一回の
ロータリーでの出会い、３Ｓの最初のＳはスマイルです。ロータリーこそ笑顔の源泉です。今日は少々難しい
話になってしまうかもしれませんが、人生の幸福について皆で考えたいと切り出されました。
【人生の幸福とは（人生の意義について）】
（１）生きる意味
「生を明らめ、死を明らむるは、仏家一大事の因縁なり」、曹洞宗の道元禅師のお言葉です。「生きることを
明らかにする、そしていつか必ずやってくる死というものも明らかにするということが仏道に入っている人の
課題です」、それがこの言葉の意味です。生きがい、幸せの意味を明らかにすることが大切なのです。第
二次世界大戦においてナチスドイツは8百万人のユダヤの方を虐殺し、アウシュビッツ収容所だけでその
数は3百万人です。そのアウシュビッツで実体験をされたユダヤの精神科医、ヴィクトール・E・フランクルさ
んの出版物に「夜と霧」という本があります。その中に「内面的な拠り所を失った人間はみんな崩壊していっ
た」という一節があります。この内面的拠り所とは一体何なのでしょう。それは生きる意味のことです。希望、
愛、隣人への友情、そして勇気、こういったものです。皆さん、生きる意味、生きがいについて考えてみたこ
とがありますか？
（２）幸福の四角形
アメリカのフローレンス・シンという女性哲学者が大勢の方に「あなたにとって幸せとは何ですか？」とアン
ケートを行いました。その結果は、①心身ともの健康、②愛情、③社会的富、④自己実現（夢、将来展望）
の４つのカテゴリーに分類されました。この４つのカテゴリーがバランスよく保たれている状態が「幸福」だと
定義しました。マザーテレサは、愛の反対は無視と語っています。ポールハリスは実はそんな無視される経
験を背景に寂しさからロータリーを設立しています。また、2500年前、ギリシャ大哲学時代にアリストテレス
は「善」をもって「万物の希求するところ」として、「善く生きる」ことが幸福と説きました。幸福とは人間固有の
卓越した能力や徳をもって善く働いている（奉仕）状態と考えたようです。
【職業の意味と職業奉仕】
（１）職業奉仕の意味と価値
1923年のロータリーのセントルイス大会における決議23の34において、「奉仕の理論が職業及び人生にお
ける成功と幸福の真の基礎である」と唱えられました。この言葉を信じなくては、それは単なる会員であり
ロータリアンとは言えません。ベースにある奉仕の理論は二つです。
基本の第一は人間関係です。大勢の方の支えによって自分がある、だからこそ隣人、仲間を大切にし、笑
顔で語りあう、これが人間関係の基本中の基本です。諍いは欲から生まれます。そして人は天狗になり「お
まえがおかしい」となっていきます。こうなってしまったら人間関係はうまくいきません。"和して同ぜず"和す、
でも自分の考えにはしっかりと主体性を持つことが大切です。
基本の第二は職業です。我々の科学や技術は、職業を通じて発展してきました。働くというのは、昔から
「傍を楽にする」ことだと言われています。働いているから周りの人を幸せにできるのです。仕事は一人で
はできません。我々は皆、一定の目的に向かって役割分担をしながら仕事をしているのです。仕事には４
つの「命」があります。
①生計維持のため（ 資命･･･生命を維持する）
②自己実現のため（ 志命･･･志や夢、自己の望みを全うする）
③組織維持のため（ 支命･･･互いに支えあえながらを仕事をする）
④社会奉仕のため (使命･･･天職として社会に役立つ存在価値、存在意義）
この４つがきちんとバランス良く理解できている人は、いい仕事ができます。一流の会社、一流の人はこの
仕事の４つの命を理解しています。このように自己・他人・社会への奉仕という意味が内包されています。
何かのきっかけでロータリーに出会うことができた我々は、この奉仕の意味を学べることが幸せなのです。
（２）ロータリーの目的と職業奉仕
ロータリーの目的とは「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこれを育むこと」と明記されています。
すぐに辞めていってしまうロータリアンはこの目的を理解していないのです。とても残念です。だから研修が
大切なのです。この目的を理解していなければ、ロータリーはただ金と時間を使い、人間関係の苦労をす
るだけの場と化してしまいます。それで人が留まるわけはありません。目的や使命があるから継続実行がで
きるのです。目的なくしてやる価値はないです。

職業奉仕を行った３偉人
◎渋沢栄一（1840-1931）日本近代資本主義の創始者
明治維新の直前にパリ万博視察で驚嘆しこれを転機に日本に資本主義（当時は合本主義）を導入しました。
第一国立銀行をはじめ500の事業を興しました。当時の商売は士農工商の名残もあり卑しまれていました。
その流れを払拭するため、彼は論語を勉強しました。そして有名な「論語そろばん説」を唱えました。道徳と
経済を一致させて商売をやってくださいという説です。
◎二宮金次郎（1787-1856）農政革命「道徳なき経済は犯罪、経済なき道徳は寝言である」と説きました。
倫理とマネージメントの一体化です。
◎松下幸之助（1894-1989）松下電器産業(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ)を創始した経営の神様。
その経営理念で「営利と社会正義の調和に念慮し、国家産業の発達を図り、社会生活の改善と向上を期
す」 とうたっています。また彼は、「商売は世のため人のための奉仕にして、利益はその当然の報酬なり」と
強調。これは「最もよく奉仕するもの、最もよく報われる」というあのアーサー・シェルドンの言葉と同じです。
【地 区 方 針】
（１）ＲＩテーマと地区方針
今年度のスローガンは「人類に奉仕するロータリー」、"Rotary Serving Humanity"です。この英語の
”Humanity”という言葉は「人類・人間性・思いやり」といった意味があります。「思いやりをもって人に接し、自
分自身の人間性（高潔性）を高め、人類に奉仕する」というロータリー運動の本質といえます。これを受けて
地区方針を「クラブの魅力作りと活性化」といたしました。
クラブの魅力づくりと活性化のため「３つのＭ」を実践していきましょう。
①Mission（ﾐｯｼｮﾝ） ：ロータリーの目的や意義、使命を理解すること
②Member（ﾒﾝﾊﾞｰ） ：会員、人を尊重し大切にすること（組織はひとなり）
③Management（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）：クラブ運営を適切に行う（勝手なこと、ルール違反はダメ）
（２）地区方針に基づく戦略
11月27日（日）にはジョン・ジャームＲＩ会長を迎えて「ﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」を開催します。
その他のイベント等
◎地区統合ＩＭ・経営大講演会開催（4/22）
◎チャリティマラソン大会（2月頃実施）
◎地区大会（11/11.12）
◎卓話バンクを設置
◎会員増強の理念
・多様性のある友人をつくる
･奉仕の理念が人間の幸福と世界の平和につながることを知ってもらう
・きめ細かい価値ある奉仕活動を行う
・クラブの存続をはかる（若い世代を取り込む）
本日はロータリーの意義が心にストンと落ち、経営とロータリーは両輪であると少し気が付かされました。
また、ロータリー活動の基礎は人間性。人間性を高めあえる環境こそがロータリーであるように感じました。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

宮本欣淳

副会長

★本年度ガバナーを拝命しております川崎西ＲＣの高良です。
本日の災義援金
4,000 円
どうぞよろしくお願い致します。
（高良 明 様 国際ロータリー 第2590地区 ガバナー 川崎西ＲＣ）
累計金額
12,006 円
★本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪に同行してまいりました。宜しくお願い致します。
（戸村正房様 国際ロータリー 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）
本日のニコニコ 41,066 円
★本日はガバナー公式訪問に同行させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
累計金額
326,566 円
（越水詞郎様 国際ロータリー 第2590地区 副幹事 川崎西ＲＣ）
◆轟会員
◆望月会員
1.高良ガバナー本日の公式訪問宜しく御指導の程を。
加茂ＧＣでクラブチャンピオンになりました。
2.越水地区副幹事ようこそご来訪賜り有難うございま
◆鈴木会員
す。
高良ガバナー、戸村第１ｸﾞﾙｰﾌﾟAG、越水地区副
幹事、ようこそマリーンRCへお越しくださいました。 3.戸村第1ｸﾞﾙｰﾌﾟAG、ようこそご来訪賜り有難うござい
野口ｼｪﾌ！！ﾚｽﾄﾗﾝ大師河原、お疲れ様でした。
ます。
特製やきそば美味しかったです。
◆小山会員
1066円鎌倉の余り金です。
高良ガバナー、戸村ガバナー補佐、越水地区副幹
◆野口会員
事ようこそ川崎マリーンRCへお越し下さいました。
高良ガバナー、戸村ガバナー補佐、本日はご指導 ご指導の程宜しくお願い致します。
宜しくお願い申し上げます。
◆中條会員
◆島田会員
本日は、高良ガバナーのご来訪、御指導宜しくお
高良ガバナーいらっしゃいませ。
願い
致 します。
本日は、ご指導宜しくお願い致します。
◆山﨑会員
◆河口会員
先週の鎌倉散策にご参加の方々お疲れ様でした。
高良ガバナー本日はようこそいらっしゃいました。
ちょっと寒かったけれど楽しかったですね。
宜しく御指導の程お願い致します。
松中さん、来年も宜しくお願いします。
◆増田敏雄会員
高良明ガバナー、本日は宜しく御指導のほどお願 ◆安本会員
第2590地区ガバナー高良明様、地区副幹事越水
い致します。
詞 郎様、第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐戸村正房様、
◆伊藤秀司会員
高良ガバナー、本日は公式訪問有難うございます。 本日は、 宜しくお願いします。
宜しく御指導のほどお願い致します。
◆小枝会員
◆秦会員
高良ガバナー、マリーンの例会にお越しいただきま
高良ガバナー公式訪問御苦労様です。
し て有難うございました。今日は宜しくお願いします。
今年度も宜しくお願いします。
◆福嶋会員
高良ガバナーのご来訪をお待ちしておりました。
クラブ会報担当：伊藤秀司委員長

土
平成28年10月15日（土）晴れ、ＮＰＯ法人 多摩川干潟ネットワークで主催する「干潟館フェスタ2016」が開催されました。
当日は天気も良く近隣の親子連れの方々が多数イベントに参加しました。当クラブで担当したのは「やきそば」。
イベントに参加していただいた方々に無料で提供するということで、２００食用意しました。前日の買い出しや下準備に
は野口会員にご尽力いただきました。皆で心を込めて作ったやきそばは”美味しい～"と会場からも大好評でした。
イベントは、午前が干潟館周辺を散策しながら多摩川の自然や歴史の今と昔、歴史ウォークを開催。午後は、ハゼ釣
り教室が開催されました。大人も子供も楽しみながら様々な体験をすることが出来て大盛況でした。
お手伝いには奥様方にも多数ご参加いただき、皆様のご協力の下、干潟館フェスタを無事に終えることができました。
心より感謝申し上げます。
川崎マリーンロータリークラブ参加者
河口会員の奥様・内田会員の奥様・御幡会員の奥様
轟会員・福嶋会員・河口会員・御幡会員・森野会員・鈴木会員・三野会員・野口会員・島田会員・内田会員
中條会員・小山会員・安本会長・小枝幹事（17名）

写真：轟 淳次 会員

