司
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正憲

副幹事

入会記念日祝
森永

点

鐘

犬飼

斉

唱

「手に手をつないで」

四つのテスト

川邉

和春

正男

健

会員（第31期

2006年12月1日入会）

会長

職業奉仕委員長

ゲスト紹介
羽佐間

正雄

様（ゲストスピーカー）

誕生日祝
吉橋佐千男

会員（11月30日）

矢野

会員（12月３日）

修二

会長報告
◎12月1日よりロータリーレートが＄１＝96円に変更になります。

本日《12 月５日》のプログラム
◆斉
◆献
◆卓

唱
立
話

「君が代」「奉仕の理想」
甘鯛のヴァプールとホタテのグリル
「夢がかたちに －財団がかなえた夢の数々－ 」
高木 直之 様
（紹介者 山本 登 会員 )

横浜鶴見西ロータリークラブ

幹事報告

平成20年12月17日(水） ⇒ 年末親睦例会

◎次週12月５日は年次総会を開催致します。

場所

◎例会変更のお知らせ
横浜ロータリークラブ

18：30

ヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテル

平成20年12月９日(火） ⇒ 夜間例会

12月31日(水） ⇒ 特別休会

引き続きクリスマスパーティー

平成21年１月14日(水） ⇒ 15日(木)

点鐘 17：30
12月30日(火） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
横浜本牧ロータリークラブ

鶴見３RC合同賀詞交歓例会
場所

翠華楼

点鐘

18：00

平成20年12月17日(水） ⇒ 移動夜間例会

点鐘

18：30

横浜都筑ロータリークラブ

平成20年12月18日(木） ⇒ クリスマス夜間家族例会
点鐘

18：00

『クリスマス家族会』

場所

クリフサイド

場所

12月25日(木） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）

12月24日(水）
12月31日(水）
平成21年１月７日(水）
１月14日(水）

平成21年１月１日(木） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
１月22日(木） ⇒ 21日(水） ３クラブ夜間合同例会
場所

ホテルモントレ横浜 ３Ｆ

点鐘

18：30

新横浜グレイスホテル

⇒ 休会
⇒ 休会
⇒ 休会
⇒ 移動夜間例会

点鐘

18：30

『賀詞交歓会』

横浜北ロータリークラブ

場所

平成20年12月16日(火） ⇒ 夜間例会『年末家族お楽しみ会』

12月23日(火）
12月30日(火）
平成21年１月６日(火）
１月13日(火）

点鐘

点鐘

18：00

場所

新横浜グレイスホテル

新横浜グレイスホテル

横浜西ロータリークラブ
平成20年12月24日(水） ⇒ 22日(月）
移動夜間例会

⇒ 休会（祝日）

点鐘

17：30

例会後、『年忘れ家族会』

⇒ 休会（定款第５条第１節による）

場所

⇒ 休会（定款第５条第１節による）

横浜ロイヤルパークホテル

12月31日(水） ⇒ 休会(定款第５条第１節による)

⇒ 夜間例会（新年会）

横浜田園ロータリークラブ
平成20年12月16日(火） ⇒ クリスマス例会
場所

12月23日(火）
12月30日(火）
平成21年１月６日(火）
１月13日(火）

点鐘

18：00

青葉台フォーラム

⇒ 休会（祝日）

出席報告

上阪

会員総数

65名

出席会員数

49名

哲也

委員長

（52+13） 名
（41+ 8） 名

⇒ 移動例会

出席率

⇒ 休会（定款第５条第１節による）

ゲスト

1名

ビジター

0名

前回補正後

88.89％

前々回補正後

95.16％

⇒ 新年夜間例会
点鐘

18：00

場所

青葉台フォーラム

スマイルボックス

横浜東ロータリークラブ

犬飼和春君

平成20年12月19日(金） ⇒ 17日(水） 夜間移動例会

18：00

場所

横浜エクセルホテル東急

平成21年１月２日(金） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
１月16日(金） ⇒ 15日(木）
点鐘

18：00

横浜日吉ロータリークラブ
平成20年12月17日(水） ⇒ 21日(日） クリスマス家族会
点鐘

18：00

場所

パンパシフィック横浜ベイホテル

12月31日(水） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
平成21年１月28日(水） ⇒ クラブ創立記念夜間例会
横浜港北ロータリークラブ
平成20年12月18日(木) ⇒ 夜間例会
受付

クリスマス家族会

17：30

点鐘

是清

SAA

幹事、河野エレクト、江森新世代委員長様、フェリス女学院に絵本
の翻訳代をお届けしていただき、ありがとうございました。
矢野修二君

昨日は誕生日のお花をお届けいただきまして恐縮して

おります。

鶴見３RC合同賀詞交歓会
翠華楼

布施

①羽佐間様、ご多忙の中本日は時間を割いていただき、

誠にありがとうございます。卓話よろしくお願い致します。②古川

点鐘

場所

81.67％

18：00

12月25日(木） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
平成21年１月１日(木） ⇒ 休会（定款第５条第１節による）
１月29日(木) ⇒ 夜間例会 点鐘 18：30

森永

健君

３年目です。今後ともよろしくお願いします。

山本

登君

年末の家族会は所用にて欠席致します。ご容赦下さい。

青柳

紀君

特にありませんが最近ニコニコがないとSAに言われた

ので！仕方なく！
加藤仁昭君

羽佐間様セントラルANGではいつもお世話になってい

ます。本日の卓話楽しみにしています。
横溝

亘君

羽佐間様本日の卓話、楽しみにしておりました。よろ

しくお願いします。
脇田いすゞ君

久しぶりの雨、のどの痛いのが治りました。良かっ

たです。
須永久一君

昨日は河野さん大変お世話になりました。田中（龍）ちゃ

ん、友添君お疲れ様でした。
布施是清君

羽佐間正雄様本日のお話、楽しみにしています。

11月28日

10件

れなかったのである。敗戦によって、スポーツも鎖国状態の被害を

33,000円

本年度累計額

こうむってしまったのだ。

1,090,212円

  赤い羽根共同募金

(著書「勝者の流儀」より抜粋)
社会奉仕委員会

委員長

天野

公史

赤い羽根共同募金にご協力いただき、ありがとうございました。

卓話

共同募金は民間の社会福祉活動を応援しています。「福祉」は決し

『勝者の流儀』

て特別なものではありません。誰もが毎日生き生きと暮らせること
を目指す、いわば生活にとても密着したものです。いただいた寄付

スポーツジャーナリスト
（紹介者

羽佐間
犬飼

正雄

和春

様

会員）

金は障害者の働く場、生活の
場、子ども達が過ごす場、そ
の他様々なことに活用されま
す。活用先にいるのは、子ど
もからお年寄り、障害をもつ
方々といった、地域に暮らす
「人」です。寄付金の行き先に
いる人々の笑顔を増やしてい
くために。共同募金は寄付者
と受け取る人を繋ぐ橋渡しを
続けていきます。
今後とも、変わらずご支援
下さいますようお願い申し上
げます。

「外国に勝ちたかった」
戦後初の日本選手権が開かれた昭和21年８月に優勝してから４年
間、古橋は無敗だった。
出場したすべての大会の、すべての種目で１位になったのである。
しかし古橋は、そのことについて「橋爪君のおかげもありましてね」
とのみ述べる。
「私は橋爪君に、常に脅かされていました。だからこそ、苦しい練習
に耐えることができたんです」
意外な発言であった。
無敵のままに不敗の道を行く王者の、秘めたる心の内であったの
だろうか。
一方、橋爪は古橋の筋肉をうらやましい宝だと思っていた。あれは
単にトレーニングだけでつちかえるものではない―。天性のものだ。
練習でもレースでも鎬を削りながら、やがて橋爪は確信した。古
橋に勝つには、極限まで泳ぐしかない。フォームにこだわり、極限
まで無駄を削るしかない。自前の結論を得た。
古橋は学生時代に徴用された勤労動員で、左手中指の第一関節を、
旋盤にはさまれて失っている。ために彼の泳ぎは、理想とはいえぬ変
則的なフォームだった。橋爪はそこに突破口を見出そうとしていた。
アオミドロで緑色ににごり、異様な臭気の漂うプールで、２人は
猛烈な「練習合戦」を繰り返した。
食料の乏しかった時代に、常識はずれの猛トレーニングを積むこ
とができたのは、なぜなのか―。後半、橋爪はそう訊かれて、即答
している。
「外国に勝ちたかったからです」
父や兄たちが、戦争に負けてみじめな姿で復員してきた。国土は
拠点を中心に破壊された。だからこそ自分たち10代の若者が、外国
に「力」を見せなければならない。そんな強い決意があった。橋爪
と同年の古橋、あるいは日大のチームメイトたちも、一様に燃え滾っ
ていたという。
しかし当時、外国に勝つのは不可能だった。理由はいとも簡単、
敗戦国であるがゆえ、闘いの場がどこにもなかったのである。米国
の占領下にあった日本は、国際大会に「出入り禁止」で門戸は開か

ロータリーミニ情報
渡邉淳会員の渡邉戊申株式会社がタウンニュース神奈川区版で紹
介されました。

2010年規定審議会で変更となる項目
立法案の提出期限
１. 2010年規定審議会に提出する立法案の締切期日は、2008年12月
31日となっています。正式な手続きにより提出されたとみなされ
るには、立法案がこの期日までに受理されなければなりません。
2009年１月１日、あるいはそれ以降に受理された立法案は期限に
間に合わなかったものとして扱われます。正月休みを考慮した上
で例外が認められるということは一切ありません。
２. 地区大会か郵便投票によって提案、または承認された立法案は、
地区大会終了後45日以内、またはガバナーによって定められた郵
便投票の受理期限後45日以内に提出する必要があります（この場
合も2008年12月31日の締切期日が適用されます）
。
３. 各地区は、承認し提案する立法案を、地区当たり最多５件までに
制限するよう奨励されています。

修正案の提出期限
2008年12月31日までに受理された立法案の修正案の提出期限は、
（定款細則委員会が期限を延期した場合を除き）2009年３月31日と
なっています。

立法案集

受付を済ませると、クラブの担当者が席に案内してくれます。ま
た、ニコニコボックスに寄付を入れるかどうかは、自由です。もち
ろん金額も自由です。でも、どのくらいの金額を入れればいいのか、
迷ったり、悩んだりした場合には、受付の担当者や、案内をして下
さる会員に、そっと聞いてみて下さい。同じロータリアン同士です
から、ご心配なく、親切に教えて下さることと思います。
訪問先のクラブ幹事からは「訪問ロータリアン報告用紙」（一般に
「メークアップカード」と言われます）に、メークアップの旨が記入
され、用紙はその場で手渡されたり、ホームクラブに送付されたり
します。
メークアップ制度ができたのは、1922年でした。日本のロータリー
の創始者である米山梅吉が「ロータリーの例会は人生の道場」と語っ
ていたように、例会の出席はロータリーの会員としての基本です。
でも、そんな堅苦しいことを考えずに、ぜひ、いろいろなクラブ
の例会に出席してみて下さい。所変われば品変わるで、クラブによっ
て、例会のやり方や雰囲気はまことに様々です。２つとして、同じ
ものがないくらいです。
実は、このことは、各クラブを公式訪問されるガバナーでさえ、
驚くことが多いようです。単なる出席補填としてではなく、ロータ
リーライフを広げるために、積極的にメークアップをしてみて下さ
い。多くのロータリアンと知り合いになり、ロータリーが楽しくな
ること請け合いです。

立法案集は、各ガバナー、元理事、規定審議会代表議員、ならび
に2009年９月30日までにこれを要請したクラブ幹事全員に郵送され
ます。

立法案に関連する締切期日の予定
2008年 12月31日／２年目
立法案の受理締切日。但し、RI理事会は、審議会の開かれる年度
の12月31日まで、
緊要性のある制定案を提出することができる（理
事会はこれ以降も決議案を提出してよい）。
2009年３月31日／２年目
自らが提出した立法案に対する提案者からの修正案の受理締切日。
2009年９月30日／３年目
立法案集の英語版の発行締切日。

決議案
以下のような場合、決議案は欠陥があるとみなされ、2010年規定
審議会には提出されません。
１) RI組織規定の精神に抵触する行為を要する、もしくは意見を表
示する場合、または、
２) 理事会もしくは事務総長の裁量の範囲内にある管理運営的行為
を必要とする、あるいは要請する場合
2010年規定審議会の詳細は、rotary.org の審議会のページをご覧い
ただくか、RI審議会業務課まで、電話（1-847-866-3302） またはE
メール（councilservices@rotary.org）でお問い合わせ下さい。

メークアップを楽しみましょう
例会場に着いたら何をするのですか
他クラブの例会に行ったら、何をしたらいいのでしょうか？まず、
受付に行きます。ビジターは受付に行き「ビジターフィー」を支払い、
名札をつくってもらいます。「ビジターフィー」は、直訳すれば「訪
問費」ということでしょうか。例会時の食事代が主なものです。
ほとんどのクラブでは、一定の金額のビジターフィーが決まって
いますが、クラブによっては、金額が３種類ぐらい決まっていて、
その日の食事の内容で変わるところもあります。また、海外では「食
事をする」「飲み物だけ」「何もいらない」など、受付で選択して、
それに応じたビジターフィーを払うクラブもあります。

クラブの例会
ロータリークラブでは、原則として毎週クラブの例会が行われま
す。例会に出席することは、ロータリアンの三大義務（会費の納入、
例会出席、ロータリー雑誌の購読）のうちの１つです。
慣れれば当たり前のように出かけていく例会ですが、新会員に
とってはそもそも「例会」って何だろう？ と思われるかもしれま
せん。

様々なプログラム
クラブ例会への出席は、ロータリアンの会員義務の１つです。そ
の例会は点鐘から始まります。その後のプログラムについては、食事、
会長スピーチ、国際ロータリー（ＲＩ）や地区、近隣のクラブからの
お知らせ、各委員会の報告などと続きますが、その順序は、クラブ
によって様々です。ロータリーソングを歌ったり、クラブによって
は童謡などを歌っているところもあります。「四つのテスト」や「ロー
タリー綱領」を唱和するクラブもあります。
また、ゆっくりと食事をしたり、例会での話をたくさん楽しむた
め、などの目的で、食事をする時間を例会時間には含まず点鐘前に
例会場へ来た人から、食事を取るというクラブもあります。例会時
間も、おおよそ１時間の日本国内とは異なり、国外では長短バラエ
ティーに富んでいるようです。
卓話は、毎週の例会のハイライト。クラブの会員が自分の職業や
ロータリーについて話をしたり、ロータリアン以外の人を迎えて話
をしてもらったりします。また、クラブで世話をしている米山奨学
生や交換学生が話をする場合もあります。
なお、卓話者への費用については、「クラブがＲＩの現または元役
員あるいは他のロータリアンを招く場合は、そのクラブが費用を負
担しなければならない（ロータリー章典8.030）
」とあります。ロー
タリアン以外の卓話者についても、一定の交通費や謝礼、記念品な
どを渡しているようですが、その内容はクラブによって異なります。

次回《12 月 12 日》の卓話予定
「プロ野球の話、あれこれ」
松原
（紹介者

犬飼

誠

様

和春 会員）

