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東京多摩グリーンロータリー・クラブ

そして強く握ろう!

Weekty Report
― 手を貸そう1

◎司会

◎点饉

◎国歌斎唱
ロータリーソング 『奉社の理想」

ソングリーダー 百沢 洋景

◎お客様紹介

なし

◎会務報告

会長 大松 競エ

会長 大松 説二

12月 1日開lE 第 2750地 |=会長幹事会の報キ

会員増強 退 会防止についてのお願い

当クラブとしても入会候補者の推薦と少U常者への声か

けをお願いしま
‐
九

セバスチャン サ ルガド写真展について H覧

サルガド氏とマジイアベRI会 長が展覧会のオープン

に14Nし来日されました ポリオ嵩茂に関するロータツ
ーの大きな行事ですので関心をお寄せ下さい。そして

是井、会場に足を連び写円民をこ覧下さい。

地区大会への参加Ⅲ判け 回 覧及心ヽ ′`ナー月信掲載

2004年 2月 25日  26日 、新高輪ブリンスホテルで

開ll‐されます。例会振替ですので是非参加をお願いし

まi来 週、回覧で出席の是非をチェックさせていた

だきまi

J際 大会への参加のお誘い (吉沢国際奉仕委員長より

説明)

ロータツー1∞ 同年記合ボスター ヨ ンテストヘの応

募のお願い   資 料回覧

◎韓 幹事 藤本 吉文

東京調布RCよ りltl会変更のお知らせが来ていま
‐
毛

卜覧 ,ふくしだより/多 摩市障害者兵術作品展プログ

ラム/ロ ーターアクト広報誌

日本ロータリー親睦‐レフ全国大会のホストでいただ

いた融詮 を米山空学基金へ寄付し、財回法人ロータリ
ー米山言途 奨学会よりお礼状をいただきましたので回

覧いたしまえ

【委員会報告】

◎出席報告        出 席奏員会 1琳   正

会員総数    44名

出席義務者数  43名 (出席免除者 5名)

出席 数    29名

次席者教    14名 (事前 イヽU2名 )

出席キ  72 093。

欠 席 者 :功,そ 水 雄、藤原 正 範、萩■国政由

絵垣  昭 、平野 イ子匿、小泉  悼

正房 正 孝 佐 伯 和 庫、皆井 1言夫、

杉野志保了 高 木 淳 光、高野 範 城、

津守 弘 徹 由井 員 司

補填MUi刃 己 恭 耶 1塑 8 東 京武商市中RC

津守 弘 範 122 東 京多摩RC

l1/10 最 終訂正出席率 65 129t

◎ニコニコBOX   親 庭渚助毒員会 菊 池  敏

大松 誠 エ ロ ータリー情報委員会ご苦労札 クラブフ

ォーラムを楽しみにしていまi

藤本 吉文 半 年終ろうとしていま,才孔

小林  正  カ レンダーも残り1枚になってしまいまし

た。今年は良い年だったでしょうか

北村 拘 ラ 今 日は何もないけどニコニコ

日の合計¥6, 000(累 計¥419, 357)

SAA委 員会 国 島真由美

会長 大松 臓二

東京都多感市若台卜43京 エブラザホテル多摩561号
TEL 042(372)6463 FAX 042(3フ 2)6491
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◎国際奉仕委員会 委員長 吉沢 洋 景

国際大会のクラブ内登録申込みを来週で締切りますが、

登録ご請望の力ま至急お申出下さV、なお、本日例会後、

旅行の段取りを含めて説明会を開催いたしますのでご参

集下さV、

◎親陸活動委員会 委員長 伊 澤ケイ子

クリスマス例会の準備に着手しておりますが、本日、名

簿を回覧の上、抑常の意向を打診させていただきま抗

また、当日はビンゴゲームを予定しておりますが、予算

外に個人的な賞品のま圏姥 よろしくお願いいたしま丸

◎3RCチ ャリテイ〕レフ 実 行委員長 菊池  敏

木日、3RC合 同チャリティうレフコンペの組合せ表を

配布いたしまする開催当日 (12月8日)は よろしくご協

力をお願いいたしま丸

ラブフォ■ラ

テーマ : 「 あなたにとつて、日―タリーとは?」

司会  ロ ータリー情報委員会 委 員長 刀坂 一郎

基調崩用者 :日中  ■

日本  臓

吉沢 洋 最

海野 栄 ―

基調説明者より当クラブ創立以来の経緯とその過程での

体験をベースとする各自のロータリー感を抜露して終わ

る。雌 員のみ説明メモの提示があったが掲載は省陥

内容は録音テープにてlヶ月聞和曳)

◎点館 会長 大松 誠二

例錨 旦当:測  昴 __

・71グスを残々 のけた′ 角 rを″

ロアリン幻 吻ミ耳を聾するばかりに音を立てて流れ出

すと、間もなく春の大洪水の時期になる。祖母は昔の大

洪水にまつわる楠決な物語をポゥ レに言舌してくオL屯 ロ

アリン刀 1とオノタ」 ‖の二つの川が、善人悪人の区別

なく、地域に住んでいる人を全部飲み込んでしまおうと

いう陰謀を企てたという。ところが、ノアさんというア

メリカ人の金持ちが、箱船会社をつくって不正な両者の

裏を掻こうとしたという。 しかし、協力し合うべき陰謀

団の内部で仲違いが起こり、悪事が露見して失敗してし

まったという話のようだったが、祖母は細かい話までし

なかったのでポールにはよく分からなかつ亀 しかし、

ポールの推測で1よ 暴れ方フ坊のロアリン分 1防ミー人で暴

力を独占しようとしたので、常日頃おとなしいオンタ~｀ツ

)防ミ堪忍袋の緒を切つて、ロアリン幻 1やその支流の水

を全部チャプリン湖に流し込み そこから水を貯水池に

放流したので対 次水にはならなかったいうのが話の結末

だと思ったち ともかく、谷問例■民達は、ロアリン刀

が乱暴湖 |で悪事を企ん湖 1であることを言V転 えてい

亀

みずみずしい緑に萌える草、良い香りのライラック、

リンま いわなし、タンポポや幅広の緑の葉をつけた黄

色い桜事の花が一面に咲き誇る春は村人にとってとても

待ち遠しいものだっ名 タンポポや桜草は料理すると食

卓の珍味であり、これが雪と水に開ざされて6ヶ月間に

消耗したビタミンの補給源だつ亀 タンポポを採るとき

,』部握が使うテイフと手紙 桜革を採るとき,シミケツを

持って意気揚々と出掛けて行った



川辺にとえているオランダガランは、タン京ボや桜草

が芽を出す前にもうすつかり様に市えていたt秋 に植え

ておいたアメリカ ボ ウフウは、水の下の冷たい大地か

らま分を吸いながら越冬したお陰で良い味になっていた

祖父が数年前、庭の隅に値えておいた西洋わさびは ま

だ需が消えないうちからもう食べられるようになつてい

たt
ニューイングランドの主婦達は倹約家で、抗選、皿洗

、ヽ Ff店きなどに使う石鹸は勾廷で作っており、石鹸づ

くりは知遷のお祭りの つ で子供達も楽しみにしてい'■

こオをは家庭経済の上でも重要な行事で経費節減に紫がつ

た.言lp子の立案と労働力の提供以外は費用が掛からず、
ニューイングランドでは 壷 、lh 鍋 等がいつもi青潔で

あり、床はいつも光り輝いていた

(ヨーナーすH当 !赤に来雄)

入会したとき、表紙に「クラブ定款及び細則Jのま題

中央にロータリーのエンブレムが印刷されている薄禄色

の小冊子をもらいました 多分、この原稿を言くような

ことにならな 十,!ざ、内容を見る機会も余りなかつたか

もしれませんて こ の表紙には、下部に 「例会Z携 Jと も

記載されていまil老 携Jとは文字通りの意味からする

と、「必すたすさえていなければならないことJですから、

この小冊子は、例会には持参しなければならないという

ことになりま,■ しかし 私 ウト田)の 乏しい例会出席

の経験からしますと、この小冊子を持参している会員の

方は拾どいないように見受けられま〕1私 も こ の原稿

を書くまでは、このような記鼓のttrることを知りません

でしたので い ままで1回 tD例会に持参したことはあり

ません。また、それで何か囚ったということも皆4Fでi

そのような訳で、この 「ゼ携J?)1必 |は 「必要があれ

ばJと いう意味かなと勝手に解釈 していまi少 鵬々保

気味になりましたが、本題に戻りま,1

ロータリーの定散 (Constitution)及 び

これを柿足する(阪」(ByLaws)は 、ロータリー紅

織の基本的な事柄を定めたものだとされていますi:定款

は、RIの 標準定秋による八きこととされていますの C、

多摩グリーンIくCの 定款は 世 界中のどこのロータリー

クラブの定扶とも司じといつてとし支えないのだろうと

思います: したがって、多摩グ,一 ンRCの 定秩の定い

ることがある|□質理解できれば、ロータリーの登本的な

事柄一般についてt)知ることができるということになる

ような気がしま11ま た、RIに はlg_tnH卿|がtthります

が、クラブの細目はまこ,■にとらわれる老要はなく、クラ

ブの実情に応じて自由に定められることになっていまi

ただし 定 款に反することは規定できません=そ の意味

で 定 款はクラブの基本法 (国家でいえば憲法でiち

なみに、Constitusionに は憲法の意味もわ

りまi)で あり そ こにはロータリーの基f精 神、有り

様、クラ′員の資格、義務などが盛り込まれているもの

と推奈されまキ

多摩グリーンRCの 定秋は全部で18条 で十:第 4条

に櫛領が定められていまi細 領とは、そのネ町まのi義

主張あるし‖ま目停とかを要約して示したものですから、

ここにロータリーの基本的な考えが述べられているはす

で,|ま す前文として |ロータリーの細拒は、有益な卓

業の基礎として本仕の坪想を鼓吹し こ れを育成し 特

に次の各項を最吹育成することにあるt_と記述されてい

まi特 に次の各填とある部分を除くと ロータリーは、
1有益な事業の基礎としてネ仕の理想を最吹し こ れを

葡技することをH白0(目標 主義)と十る組紋 (クラブ)J

ということになります, この前文について次に考えてみ

ま,1

(コーナーIH当 !小HH 泰機)

◆委員会だより◆

クラブ奉仕委員会 委員長 村 上  久

今年度の方,Hこ向かって遠進中ではありますが 会 貞嬉

強が現状で,康 しい状ltにあり 『会員増強ブロジェク

ト』の今一歩のう→力が要ると思い主'|『クラブ会純委巳

会‖のH覚 しい活動について行く其う、他の関連委員会

i)頑PFっていきたいと思つていま|■

(コーサー担当 適テ Hキ 高木 淳 北)

ロポ‐ レ ハリス語録ロ

私産の■きる日的は何でしょうか?

学ぶことで,■

イ可を学ネために■きているのでしょうか?

字ばなければならない唯一のことは、どうすれば自己に

とら'サしないようになるかということで→ヽ 私達 iそれ

を学ばな|ヤロゴなりませれ 学ばないわけにはいきませ

んtひ とりで芋ぶことができなければ、強制されるでし

ょうt遅 加 早力材■、私とは自己と決取|せざるを得主せ

「ロータリー知識」 入 P目編

ロータリーについて 2(私 の考環 I)



ん。最後の日を迎えるまで、自己にとらわれているかも

しれません。あるいは自然に、徐々に、そうです、喜び

をもつて、自己と決別できるかもしれませスち

18歳 のとき、あなたは 100パ ーセント、エゴそのも

ので坑 そうではありませんでしたか? 単 に自己中心

的であるばかりでなく、徹頭御老自分のことだけ考えて

いました。トーマス カーライルによると、18歳 で、人

は嫌味の極致に達する、ということで曳

それから、仕事に就きま▼
丸 そして、あなたの自我が

屈服しま坑 次いで結婚しま丸 結婚に伴い、あなたの

自我はまた屈服しま丸 そして幸い]共 に恵まれました

ら、その時までには、あの lllClパーセントのエゴで残っ

ているものはほとんどないでしょう。自我との決別はこ

のように徐々に、自然に、喜びを伴いながら来ますので、

あなたは自分の内部3Tが 進行している力寸まとんど気付

かないでしょう。それてれの経験は、待ち望まな 言い

表しがたい喜びをもつて期待されたもので先 これは犠

牲でしょうか? そ うで女 犠牲と呼ばれてきたかもし

れませんをあなたは、犠牲を払うという栄誉のために懸

命に闘ってきたことでしよう。

これがごく自然程学び方で曳 あなたの母親も同じよ

うに学んできました。母親の人生は、あなたのよく知っ

ている 「無私の奉仕Jと いう主義を最もよく表していま

曳 最後の日を迎えたとき、屈】長しなければならないも

のは、彼女にはほとんと浅っていませスち 彼女には 1パ
ーセントのエゴしかありませスち その 1パ ーセントは、

揺らぎながら消え去りま坑 しかし99パ ーセントは、

これまで生きてきましたし、現在も生きていま坑 これ

からも生き続けていくでしょう。

私達の生きる目的問町でしようか?

学ぶこと軌

何を学ぶのですか?

人生を部 ので先

人生から何を学ぶのですか?

人生から学ぶのは唯一のことで曳 ―=人 生を送る中

で、い力寸こエゴと決別するかを学びま曳

(ナショナル ・ロータリアン 1912年 7月号より)

(ヨーナー担当 :赤尾 翻

乏幾翔あ て・…

をピグ五を翁傷確生夢ψヽてツ|まとブち

フθθJ FF ヨ θ 歩 ぐ。


