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本日は４７回目の記念例会であります。昨年は洞江会長の発案で過去の周年事業をたどるということで、
その足跡をみて回り発表されました。桜の木々が見事に成長していることに特に感動致しました。
静岡日本平ロータリークラブは大変アットホームで出席率の大変良いクラブです。立派に育てられた先輩
達又現会員に感謝するところです。本年度は足下を見つめてと表題してありますので、
ロータリーの理解を
一層深めること又日本平ロータリーの魅力を一層認識するため森さん阿部さんにお話いただけることになり
ました。
私がロータリークラブに入会した頃、先輩達から、会員は自分自身を高め、職業を通して社会に貢献する
ことが第一で、
クラブが集団で活動する事よりもっと大事と言われ、胸のバッチに誇りをもつ様教えられまし
た。現在２６２０地区の会議に出ると、
クラブをより活性化しクラブ活動を盛んにする。
そして公共イメージを
向上させ世の中の人々にロータリーを知ってもらうようにしよう。
その結果ロータリークラブの会員増強につな
げようという風に少し変ってきたように思えて仕方ありません。私の間違いかしら。本日は少し地味な記念例
会ですが、
お二人のお話ご静聴下さい。

幹 事 報 告

池上 直子 幹事

本日【創立記念例会】
新入会員からの質問を
森会員・阿部会員に応えて頂きます
11月23日【憲法記念日】休会
11月30日【第5週休会2】
12月 7日 11時〜理事役員会
【年次総会・会計フォーラム】
11月11日 山の手RCボッチャ大会に参加
8グループ中7位の成績でした

ロータリーソング

小島 万記 会員

我等の生業

会員のお祝い
誕生日
中村 憲司 会員
（11月21日）
吉岡 章 会長
（11月21日）
野村 泰俊 会員
（11月30日 古稀）
2018年11月21日までのホームページ閲覧総回数：32486回

ス マ イ ル

淺井 友一 会員

○吉岡 章 会長
森さん、阿部さん大変お世話になります。
誕生日お祝ありがとうござます
○森 正樹 会員
１．
昨年11月に千葉県市川総合病院で眼の角膜移
植 手 術をして一 年が経 過したので一 年 点 検に
行ったところ無事成功したので今日で終わり、
もう
通院はしなくいいと云われ、
ほっとしました。
２．
今日のクラブ創立記念例会で卓話を致します。
○野村 泰俊 会員
11月30日70才、古稀です！
！先日免許高齢者講習を
受けました。
お祝いありがとうございます。
○中村 憲司 会員
いよいよ55歳になります。
最近、
ゴルフのシニア大会に出られるようになり、増々
技術向上とメンタル強化に燃えています。
○市野 桂子 会員
2015年の創立記念例会の日に入会しました。
とうとう
4年目突入です。
これからも、
かわいがって？ください。

出 席 報 告
出席計算
回 月・日 会員数 会 員 数
前々回 11/2 41名 41名
本日 11/16 41名 38名

出 席
メイク 出席＋ 確 定
会員数 出席率 アップ メイクアップ 出席率 完 欠
38名 92.7％ 1
39 95.1％ 2
30名 78.9％ −
−
−
−
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創立記念例会
今日は当クラブの創立記念例会です。今から47年前、昭和46年11月13日18時から現在呉服町
にあるパルコが、
当時西武百貨店静岡店でした。
そこの8階のレストランで、30名の会員が集い、創
立総会が開催されました。
そして今日の例会まで、2,271回の例会を、実施して参りました。
創立総会から47年在籍している会員は、岩本さんと私の二人しかおりません。当時私が39才で
した。二人とも若い会員の方でしたので、後の28名の方は殆ど物故者になられていると思います。
感無量です。
さて、二ヶ月位前会長・幹事さんから岩本さんとお二人で創立記念例会で卓話をお願いしますと
依頼されました。
ところが何時のまにか岩本さんは辞退して私一人になってしまいました。
また創立
総会前後の話でもすればよいと思っておりましたところ、
また会長・幹事さんより最近入会された4名
の新会員の皆さんよりロータリーについてのご意見、質問など聞いて整理してありますので、
この機
森 正樹 会員
会にその質問に答えて下さいと頼まれました。
しかしこれはクラブ研修リーダーの仕事ですので、私が前半分話をした後は阿部クラブ研修リーダーにお願いします。
それでは4名質問中ダブっているのが一つありました。先ずそれからお答えします。
それはロータリーにおける会員のビジネス活動はタブーですか、
またどの程度ならよいのですか、
と云う質問です。
これからの私
の話はあくまで私見ですので、
そのつもりでお聞きください。一応原則としてはタブーです。
しかし、最近のロータリーは基本理念
がすべてくずれて来ています。先ず一業種一人はすでになくなり、本年度は職業を通して奉仕する、
これもどうでもよくなって来
た様です。
また一週間に一回の例会を二週間に一回に変更したクラブもある様です。
この様な時、会員のロ―タリーにおけるビジネス活動はすべてだめだと言い切れないと思います。
たまたま先週の例会で、
クラブ研修リーダーの阿部さんが会員卓話をしました。
自分の生い立ちなど自己紹介し会社の概況な
どPR的な話もされましたが、
ごく自然で模範的な卓話だと思いました。
特に新会員の方は入会後しばらくすると会員卓話をさせられます。
その時大いに自分の会社、
そして取り扱っている商品な
どPRしてください。会員の皆さんも知りたいと思っています。
また通常でも新しい事業を開始したりユニークな商品など取り扱う様になった時など、
スマイルを通して、PRされてはいかがで
すか。
クラブでもスマイルの収入がふえ助かります。
また30年位前クリーニング業の白洋舎の静岡支店長が当クラブの会員でした。時々20％引きの割引券がレターケースの中に
入っており、家に持ち帰ると何時も家内が喜びました。
〔また今のセノバが新静岡センターと呼ばれていた時、
そこの四階にタカラ
屋と云う本店が東京の渋谷にある大きな下着の小売会社が出店していました。
そのタカラ屋の専務の鈴木樹芳さんが会員でし
たので、
やはり20％の割引券が時々レターケースに入っており、会員を喜ばして呉れました。〕
昔の方が会員同志職業奉仕だと云って商品を安く提供して呉れたり、
かえってビジネスがタブーでなかったかも知れません。
そしてもっと会員同志ビジネスを活用し合ってもよいのではないでしょうか。
次にロータリーとライオンズとの違いについて
ロータリーもライオンズも発祥の地は米国のシカゴです。1905年
（明治38年）
ロータリークラブがシカゴに誕生し、
その12年後の
1917年
（大正6年）
にシカゴロータリークラブの一部の会員が「ロータリーの様な職業を通して社会に奉仕する事よりは、
もっと積
極的に地域社会に奉仕すべきだ」
と考える会員が退会し、新しくシカゴライオンズクラブを結成したと言われています。
日本におけるロータリークラブは15年おくれで、東京ロータリークラブが1920年（大正9年）創立されました。一方日本における
ライオンズクラブは35年後大変遅れて東京ライオンズクラブが1952年
（昭和27年）
設立されています。
しかし、
ロータリークラブは一業種一人の原則があり、
また毎週一回の例会出席に対し、
ライオンズクラブは一業種一人の様な
絶対的制約がなく、
その上二週間に一回の例会出席で済むので、
クラブ数、会員数共拡大して行き、
ロータリークラブを凌ぐ結
果となりました。
次は公務員、警察、消防、教員なども会員になることは可能か、
と言う質問です。
公務員、警察、消防は公務員ですので会員になる事は出来ません。教員の場合公立学校はだめですが、私学の大学の学
長、教授そして高校・中学などの校長などの指導的な立場にある人は会員になれます。
また静岡大学の様な旧国立大学は特
別法人になっているので、学長・教授などは会員になれます。
最後にロータリー財団についてです。活動内容や寄付金によって○○をもらえるかと言う質問です。
寄付金によって賞をもらえます。色々な賞があるが、代表的なのは、財団に1,000ドル寄付するとポールハリスフェローと云う称
号を与えられ、
メタルが授与されます。一度に1,000ドルでなくてもよく、毎年100ドルずつ10年がけでもOKです。
当クラブは昨年度までは有志だけでしたが、本年度から全会員が毎年100ドルずつ寄付する事になりました。

THE ROTARY CLUB OF SHIZUOKA-NIHONDAIRA Dist.2620

例会日 毎週金曜日 12：30〜13：30
例会場 ホテルアソシア静岡ターミナル4F
◉会長 吉岡 章
副会長 大林 久人
幹事 池上 直子
副幹事 山田 常夫
事務所 追手町2-12 静岡 安藤ハザマビル5F TEL 054-254-5611 FAX 054-221-0515 http://www.nihondaira-rc.org

静岡日本平ロータリークラブ週報
質問事項
【廣田さん】
①なぜ20代、30代に若手をもっと入れないのか
②四つのテストの由来は。
③なぜロータリー会員が減るのか。
メイクアップに行くと、
加入を各ロータリーかた迫られるのは如何してなの
か。
④なぜ毎年同じ企画をやるのか。新規性に欠ける。
⑤ライオンズとの違いは。
【北川さん】
①様々な業種の方々がいる事からも、
仕事に係るお話な
どをお聞きする機会がもっとあると良いと思う一方で営
業的な話題はタブーのようにもお聞きしています。明確
な線引きは難しいと思いますが、
もう少し幅広く営業の
話も含め、
情報提供していただければ有難いです。

（どの水準までならば会員の皆様へPRなどが出来るの
でしょうか）
②公務員、警察、消防、教員なども会員になることは可能
ですか
【小島さん】
①例会、
その他会議等の時に仕事絡みのチラシを配った
り…と言うのはどこまで許されるのですか？そもそも、
して
はいけないのですか。
【坪内さん】
①ロータリー財団について 活動内容や寄付金によって
○○をもらえる？
②家族をつれてきてもよい行事は？
③IM、
ガバナー補佐訪問の意味、
ロータリーの全体組織図

質
見
意見
の意
私の
る私
する
対す
に対
問に
質問
【廣田さんの質問に対し】
①20代、30代の若手を入れな
いのではなく、入れないのです。
その理由：毎週お昼の貴重な
時間をロ―タリーにさけない。
親睦を中心とした会では、今
の時世に合わない。
ロータリークラブの目的がわか
らない。
②これは、調べればわかります。
阿部 裕之 会員
③メークアップで加入を迫られ
ることに対してはわかりません。
そんなことがあるので
すか。
会員が減る理由：費用対効果がないから。
ロータリー
に入ってメリットがあると勧誘されて入る人が多くある
と思います。
ロータリーはかつての親睦団体ではありま
せん。奉仕するための団体です。利益を求めて入会
した人は去っていくでしょう。
④全く同感です。奉仕は今一番望まれていることに手
を差し伸べるべきです。毎年同じことをして満足して
いては何も発展はありません。
ロータリーでは、始めた事業を止めることは大変難しい
ことです。逆に、同じことをしていれば楽で波風は立
ちません。
問題は、社会奉仕委員会等がやる気があるかないか
です。
このような意見を真摯に受け止めていただきた
いと思います。
⑤ロータリーはこれまで「自分の職業を通じて社会に奉
仕する人が集まるのがロータリーで、集まって奉仕する
団体ではない」
とされてきました。
このためロ―タリーのモットーは「I serve」でした。
これに物足りない人たちが、皆で奉仕活動をしようと

ライオンズを作りました。
彼らのモットーは「We serve」
なのです。
ライオンズは「Libery,Intellingence,Our Nation's Safety」
（自由を守り、知性を重んじ、
われわれの国の安全を
図る）
の頭文字をとってLIONSとしました。百獣のラ
イオンとは関係ありません。
彼らは、
自分たちの国、地域のための奉仕に力を入
れていると思われます。
ロータリーは、
もちろん地域社
会への奉仕もさることながら、国際的な奉仕に力を入
れている、
これがライオンズとの違いだと思います。
【北川さんの質問に対し】
①ロータリーに職業上のメリットを求めていることが問題
です。
それは、
ロータリーでなくとも、
どんな団体でもで
きることです。
ロ―タリーは受け身ではなく外部に働き
かける団体です。
クラブで営業的な話がタブーであるならば、
それを期
待して入会した人は満足できないでしょう。
企業のPRは上手にやることですね。
②ロータリーは政治とは隔離しています。
このため、市会
議員とか国会議員の職業で会員になることはできま
せん。でも、
その人が別に職業を持っていれば、
その
職業で会員になることはできます。
政治以外で問題はありませんが、入会金や会費を個
人負担することは大変です。
【小島さんの質問に対し】前項の通りです。
【坪内さんに質問に対し】
①ご質問の内容が理解できません。
②クラブによります。
③お判りになると思います。
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