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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
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9 月 27 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 36(35) 名

出席率 62.07 %

前々回

9 月 13 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 39(37) 名

出席率 66.10 %

本日の卓話者ご紹介
2012〜13年度ガバナー
菅原光志(すがはらみつゆき)様

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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り合うこと、そしてお互いに尊敬しあえるようになるこ
とであり、そしてお互いに「相手の身になって考える」
という修練を積むことではないでしょうか。
「ロータリーの親睦は、クラブの中にロータリーでの奉
仕の心が、すくすくと育っていけるクラブの土壌を作る
ことであって、単なる親睦で終わってしまってはならな
い」ということです。
ロータリークラブは会員がクラブチームの絆、仲間意
識を一人ひとりがもち「人のために生きよう」
「人のため
に何かしよう」そして「自分の生き方を決めよう」の考
えのもとにクラブ活動していくのです。そして、仲間（友
達）ができ仲間意識ができてくるのです。

『ロータリーの 10 徳』

卓話

「楽しくなければロータリーじゃない」
2012 〜 13 年度ガバナー
菅原 光志
ロータリークラブは私の信念として「ロータリーを楽
しもう。楽しくなければロータリーじゃない」と思って
います。
新会員の方々にお話しておりますが、まず入会して良
かった、良かったと思ったらロータリーを好きになって
下さい。好きになったらロータリーを理解して下さい。
理解出来たらロータリーを楽しんで下さい。と願ってお
ります。
ロータリーを楽しむためには、『ロータリーのこころ』
を理解しなければなりません。何でしょうか、綱領で強
調されている「奉仕の理想」と「親睦」であります。
奉仕の理想は時たま「サービスの理念」といわれます
が、さておきロータリーには二つの奉仕理念があり、そ
のひとつは職業奉仕の理念であり「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」であり、もう一つは人道的奉仕活
動の理念であり「他人のことを思いやり、他人の為につ
くす」ということです。
親睦とはどの様な事なのでしょうか、お互いに良く知

1. 交流関係が広くなる
2. 常識が広くなる
3. 行儀がよくなる
4. 朗らかになる
5. 社交的になる
6. 顔に品がでてくる
7. 几帳面になる
8. 話題が豊富になる
9. 健康になる
10. 家族が喜ぶ

『ロータリアンの 10 カ条』

1.「入れられた」クラブと思うな、「選ばれて入った」
クラブと思うこと。自己のクラブに誇りと責任を持
たなくなる。
2. 出席が苦痛である時は、
会員であることをやめること。
苦痛は健康に悪いから。
3.「バッチ会員」になることは、自分をバッチ代の値打
ちしかない人間にする。
4.「忙しいから出席できない」という人はしばしば時間
を無駄に使うことがある。
5.「クラブの為」に出席するということから、さらに
「自分自身の為に」出席することで楽しめる。
6. 仕事と仕事の間の 1 時間は、
忙しい日常生活における、
公認された貴重なレクリエーション。
7.「楽しくない例会」は貴殿が楽しくしようと努めない
からだ。責任の一端は貴殿にもある。
8. 人間の最も美しく見える時は、自分以外のものに、
奉仕するときである。
9. 長幼序列という精神を失わなければ、
ロータリアンは、
すべて平等である。
10. 友愛の基盤に立って。奉仕する者は勇敢である。
彼はいかなる批判も恐れない。
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委員会報告

卓話者ご紹介
プロフィール
菅原 光志（すがはら みつゆき）
所属クラブ
鎌倉ロータリークラブ
生年月日
1944 年 4 月 18 日
職業分類
水道配管
職業 / 役職
菅原水熱株式会社 代表取締役
最終学歴
日本大学理工学部経営工学科卒業
ロータリー歴
1984 年 10 月 16 日 鎌倉ロータリークラブ入会
2005 年〜 2006 年度 鎌倉ロータリークラブ会長
2012 年〜 2013 年度 ガバナー

・IT委員会 委員長 元吉 裕員
9/20(木)マイロータリー登録へのご協力誠にありがとうご
ざいました。当日、途中で操作ストップ、未完了になった方
はお手数ですが、事務局へメールにてお知らせ下さい。
こ
れからも登録率を上げて行きます、
ご協力宜しくお願い致
します。

幹事報告
◎7月にご協力頂きました西日本豪雨の義捐金は、2780地区
で合計¥3,085,931となりました。
ガバナー事務所より西日本3地区に送られました。
ご協力
ありがとうございました。
また、9月6日午前3時頃、北海道
胆振(いぶり)東部に震度6強の地震が発生し、北海道全域
に大きな被害をもたらしました。
これから寒くなる北海道
の被災者の方が一日も早く復興されることを願います。
そこで、今回その地域で被災された方々への義捐金をお
願いすることになりました。
皆様の温かいお気持ちをお願いいたします。
◎先週行いましたマイロータリー登録作業により、25日現在
24名の方が登録されました。
登録に失敗された方は事務局までメールにて登録希望の
メールアドレスをご申告下さい。
本部へ申し出て、
アドレス
の再登録をしなくてはいけません。
ご参考までに登録された会員のお名前を申し上げます。
（敬称略）
秋山、
青山、
江藤、
石井、
柏手、
勝田、
木村、
小林、
前田、
牧野、
三荒、森、馬上、関口、嶋田、清水孝一、清水雅広、鈴木成
一、髙橋賢二、常盤、鳥海、鳥山、上野、山口
◎インターアクト年次大会が開催されます。
今回は平塚学園高等学校インターアクトクラブがホスト
となります。そこで、提唱クラブの平塚南RCと当クラブは
全面的に協力をいたしますので、会員の皆様のご協力を
お願いいたします。
日時：11月23日
（金・祝日）9：30〜10:00 受付
14:30〜15:00 閉会式・点鐘
会場：平塚学園高等学校
◎次週10月4日の例会に1976-77年に米山奨学生として当
クラブが世話クラブとなった、台湾出身の徐 重仁（ジョ
ジュウニン）
さんが例会に来られます。
徐さんは10月14日の地区大会記念講演のために来日さ
れます。

左から杉山会長、芦川様、菅原様、神谷様、常盤会員

誕生祝いの柏手会員と山口会員
メークアップ（MUP)
清水

3名

裕、常盤卓嗣、米山俊二会員

本日のスマイル

17名

ゲスト

1名

鎌倉ロータリークラブ

菅原光志様
2名

ビジター
湯河原ロータリークラブ
平塚湘南ロータリークラブ

神谷一博様
芦川 浩様

卓話・行事予定
10月04日
（木）元・平塚博物館館長 土井浩様
10月11日
（木）→14日
（日）地区大会へ移動例会
10月18日
（木）米山奨学・米山学友委員会
委員長 澤田君雄様
副委員長 常盤卓嗣会員

2017年度ガバナー補佐を
された湯河原RC神谷一博様

ビジターでお越しの
平塚湘南RC芦川浩様
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

現在ございません。

市内例会変更

○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

