
第１３９８回例会１２月２３日（金）クリスマス家族会  ホテルモリノ 

第１３９９回例会 １月 ６日（金）定例理事会     ホテルモリノ  

第１４００回例会 １月１３日（金）新年会       旭鮨総本店新百合ヶ丘本館   

 

【開会点鐘】                           宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                              鈴木 豊成 委員 

【 例 会 場 】                            琴 平 会 館 

【 ソ ン グ 】          ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター紹介】        

宇津木 茂夫 会長 

◆王
おう

 坤
くん

 さん 米山奨学生➡ 

 

【会長報告】  宇津木茂夫 会長 

１．ガバナー事務所より 

〇ロータリーの定款・細則の改定

案が決議されたご連絡と、それ

に伴いクラブ定款・細則の見直

し依頼が届いております。 

〇『2023 年国際大会（メルボルン）』 

の地区ナイト予告と日本人親善 

朝食会のご案内がとどいております。 

・地区ナイト  2023 年 5 月 28 日（日） 19:00 頃より 

・日本人親善朝食会  2023 年 5 月 28 日（日） 7:30～ 

〇ガバナー事務所の年末・年始休会のお知らせ。 

 2022 年 12 月 28 日（水）～2023 年 1 月 5 日（木） 

２．Ｒ米山記念奨学会より、“ハイライトよねやま２７３号”のご案内。 

３．川崎市麻生区消防所長より、令和５年麻生区消防出初

式の知らせ。２０２３年１月７日㈯ 関係者のみ（規模を縮小） 

４．タウンニュース社より、《お年賀名刺広告》のご案内。 

１枠  15,000 円（税抜き）※例年通り依頼 

５．一般社団法人比国育英会バギオ基金より、2021 年度事

業報告と基金への寄付依頼が届いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．麻生区役所まちづくり推進部より、令和 5 年麻生区賀詞

交歓会開催のご案内が届いております。 

令和５年１月６日(金)１５時～１６時   

新百合トウェンティワンビル多目的ホール 

【幹事報告】                  木村 良三 幹事 

★例会変更 ◎川崎鷺沼ＲＣ  

※鈴木憲治会員が台湾での 

R 米山会に出席されました。 

※退院された親松明会員へ 

退院おめでとうございます 

【出席委員会】          

大野 勉 出席委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1397回 28 18 10  64.3％ 

1396回 28 19 9 2 75％ 

1395回 28 22 6 3 89.3％ 

【委員会寄付】             

ニコニコ委員会 第 1397回  15件 合計 ￥16,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1397 回 例会記録 2022 年 12 月 16 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］琴 平 会 館 ほか 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

 

 

  

鈴木 豊成  

社会奉仕 

委員長 

    

大野 勉  

出席委員長 



【ニコニコ委員会 メッセージ】 鈴木豊成 社会奉仕 委員長 

◇志村幸男会員 【お寒くなりました】 

◇蓬田忠会員 【来週は楽しみましょう】 

◇宇津木茂夫会長 ◇木村良三幹事 ◇碓井美枝子会員 

◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員 ◇大石佳会員 

◇大野勉会員 ◇梶俊夫会員 ◇佐々木範行会員 

◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 ◇鈴木豊成会員 

◇長瀬敏之会員     以上、ご協力ありがとうございました。 

【幹事の日】半期を振り返って  木村 良三 幹事 

早いもので半年が経過しました。 

国際ロータリークラブのジェニファー・

ジョーンズ会長の方針 

「イマジン ロータリー」 

第 2590 地区 志村ガバナーの方針 

「ロータリーの再生」と川崎麻生ロー

タリークラブ宇津木会長の「伝統を繋 

げ、そして地域社会に奉仕の輪を」と３つの方針のもと、クラブ

運営と会長幹事会を通じて幹事活動をしてまいりました。 

まず「イマジン」の単語をピックアップしてみたいと思います。 

このイマジンはジョン・レノンの歌「イマジン」を思い出します。 

直訳すると「想像」です。ジョンは歌の一部で「Imagine all the 

people… Living life in peace」と歌詞にしています。 

ウクライナとロシア、中国と台湾、そして日本の領空をミサイ

ルが通過する・・・コロナで外出規制を受けている人たちがいる

一方で、マスクなしで通常の生活に戻っている人たちもいます。 

この(Living life in peace＝平和に生きること) ができない人

たちがこの世の中にたくさんいる・・・または平和を脅かす存在

があるということを「イマジン＝想像」してみると、日々私たちの

平和な地域や、このように例会に集まり時間をともにすることの

ありがたさを痛感します。そしてロータリーは、ウクライナへ支

援をし、改めて平和のありがたさを「イマジン」できたと思います。 

次に「ロータリーの再生」 

ここは小さな再生についてお話します。今年度、川崎麻生ロー

タリークラブのホームページ、ロースター、活動計画書に使用

されている RI ロゴを、国際ロータリーが制定したガイドラインに

添って最新のものに刷新しました。 

また、新たな挑戦として「オンライン例会」を実施しています。

残念ながら参加者はほとんどおられません。これも出席率を改

善するため、また出席が難しい会員向けのツールです。前年

度にカメラ内蔵のノートパソコンを購入し、今年度は活用をして

おります。ぜひオンライン例会にも参加して頂きたいと思います。 

最後に「伝統と地域社会の奉仕の輪」 

上半期では、新百合ヶ丘駅周辺の清掃活動を鈴木豊成社会

奉仕委員長の音頭のもと、百合ヶ丘ロータリークラブと合同活

動がありました。 

 この「奉仕」ですが、ロータリーにおける「奉仕」とは、ロータリ

ーソングにもあります通り「奉仕の理想」であり、その「理想とは

何か」ということを考えてみました。 

ロータリーの発祥はアメリカです。当然「奉仕」とは言わず、

元の言語由来では「Service（サービス）」です。車のディーラー

では、修理を Service といいますし、飲食店のサービス料、そし

て「今日はサービスしますよ！」とおまけをいただくときにも耳

にします。 

 米山梅吉翁は 1934 年に外国語禁止提案により「サービス」と

いう言葉を「奉仕」に変換されました。江戸時代には何でも「奉

仕」とは「損得抜きで尽くすこと」という意味合いがあり、外来語

のサービスの意味（有償で困ったことや自分にできないことを

人にお願いする）ことが、日本では「タダで、無償で、何かをも

らう」あるいは「損得抜きで尽くす」という意味合いが強いものに

なっています。   

アメリカでは、人にものを頼んだら「チップ」を支払います。 

しかし日本では「タダが当たり前」として、「チップの習慣」があり

ません。何も報酬を得られない「奉仕」では、事業は成り立たな

いし、所得を得られません。 

ロータリーの第一標語に「Service Above Self＝超我の奉仕」

そして、公式標語として「One profits Most Who Serve best＝

最もよく奉仕するもの最も多く報いられる」があります。 

これはロータリアンが自身の職業、つまり商取引やサービス業、

技術、医術、神職や不動産、金融や専門知識等職場の舞台

で社会に奉仕することにより得られる One profits（利益）として

得たものから、社会のために奉仕することを目的とし、五大奉

仕＝クラブ、職業、社会、国際、そして青少年の奉仕を１９３０

年から９２年間「伝統的」に世界規模で行っているのです。 

私たちの会費や寄付から、こうした奉仕活動を行うことができ、

地域社会から全世界に善意と平和を築くために、国際的に選

ばれたここにおられる「職業人」の団体で奉仕の輪（歯車）を回

しているわけです。 

 今日は「入りて学んで、出でて奉仕している」ことを、幹事とし

て半年を振り返ってみました。職業人として、仕事の世界に入

りてビジネスを学び、プロフィットを得て、ロータリアンとして出

でて奉仕するとともに理解しつつ、来年６月末までの任期を宇

津木会長と共に進めてまいります。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

【親睦家族委員会】                 鈴木 昭弘 委員長 

来週は、クリスマス会です。プレゼントの

持込がまだの方は、当日でしたら、なるべ

く早めにお持ちください。 

アトラクションについては、王さんと打合

せをしております。サンタクロース役の方、

宜しくお願いいたします。 

 

【四つのテスト】                    圓城寺 広明 会員  

【 閉 会 点 鐘 】                宇津木 茂夫 会長 

【会報委員会】 大石 佳 委員長  写真：大石 佳 委員長 

 

 


