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卓話『会長の時間』 ／ 『幹事の時間』
【 会長挨拶〜ＲＣのような団体の役割Ⅱ〜 】

森岡 弘通 会長

アメリカにおける市民の自主的組織・団体の最も重要な役割は、
社会関係資本（The Social Capital）の整備と言われています。
社会関係資本とは聞きなれない言葉かもしれませんが、
その意味は、人間同士のつながりや家族や地域社会間の交流で
生まれる善意･友情･共感、更には他者や社会や公共的なものを
おもんばかる精神、ひいては社会的連帯感や相互協力の心構えのことであり、
かつては４Ｈクラブとかボーイスカウト、青年商工会議所、ロータリークラブ
あるいは教会といった組織のなかで育まれたものでした。
そうした精神は、いざという時の相互支援のネットワークをつくり、政治の
活性化、社会の安定、経済発展、民主主義的慣習は文化の普及に少なからず
寄与したのですが、アメリカでは１９７０年頃を境にして、このエネルギーが
どんどん乏しくなり、それを生み出す組織も衰退していきます。
それに代って、寛容であっても社会や公共性への無関心と背中合わせになった
個人主義が跋扈する時代となっています。

≪例会プログラム≫
【司会】
土方 淳
会場設営委員
【開会点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『我らの生業』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
なし
【ニコニコ報告】
横倉 利夫 親睦委員
【出席報告】
島倉 邦子 出席奨励委員

【ヒマラヤ桜について】
確かに奉仕活動や慈善活動は盛んに行われ、ボランティア団体も山程あります。 小倉 裕美 君
しかしそうした活動や団体の多くは、目的は明確でもきちんとした組織や
【Ｒ財団委員会】
ルールや定期的な集会があるわけではありません。あるのは例えば、１０秒で
熊井 治孝 Ｒ財団委員
済む署名や寄付金の支払です。
【ご報告】
これらも団体と私達ＲＣの活動とは、はっきりと区別されなければなりません。 後藤 一郎 君
区別する原理は、doing for（目的のためにすること）と doing with（共にする 【卓話】
こと）という区別です。
森岡 弘通 会長
今、必要とされている社会関係資本の源泉は「共にすること」から生まれる
人と人とのつながりです。他人の為に善行を行うことは、どれほど感心な
ことであっても「共にすること」が欠ければ、社会関係資本を形成しません。

疋田 久武 幹事

ＲＣのような団体が依然として重要なのは、それらが国家・政府にも個々人
にも任せられない、社会関係資本づくりの最良･最適の機関だからです。
ＲＣが様々な今風の状況に抵抗しながら、
doing for に安易に満足することなく、
doing with の原則を忘れずにいることを願っています。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・函館五稜郭ＲＣより、創立４０周年記念式典出席のお礼状が届いております。
・久邇ガバナーが議長を務めているガバナー会からの依頼として、
ＲＩ第２７５０地区より、口蹄疫被害支援金の要請があり、４万円を送金しました。

【 ヒマラヤ桜について 】

小倉 裕美 君

私の年度に、高幡不動尊に植えたヒマラヤ桜ですが、１本は、先日まで元気だったのですが、
急に枯れてしまい、もう一本は、心無い誰かに根っ子から折られてしまいました。
２本とも残念な結果になってしまいましたことを、ご報告申し上げます。

【 ロータリー財団奨学生について 】

熊井 治孝 君

2011‑2012 年度のロータリー財団国際奨学生に、当クラブから推薦していた
斉藤ゆうすけ君が、合格したという通知が、地区財団委員会から届きました。
今月中に挨拶に来るところですが、斎藤君の予定が合わず、次年度早々に挨拶に来ます。

【 ご報告 】

後藤 一郎 君

日野ＲＣも、市立病院の応援団に入っておりますので、私が腰の手術で日野市立病院に
入院していて素晴らしかった点をご報告致します。
腰が痛くて色々な病院に見てもらったのですが「歩けなくなったら手術をしてあげます」と
言われておりました。悔いを残したくないと思い、ゴルフのお誘いは断らないでいました。
ロータリーのご縁で、プロバスクラブの方とゴルフをした際に、日野市立病院に良い先生がいると教えてもらい、
相談したところ、
「腰の神経をいじるのではなく、神経を圧迫している部分を除去する手術をすれば大丈夫」
との事、早速、手術のお願いしたのです。先生以下、スタッフの皆さん親切で、とても良かったですよ。
人生の中で、名医に出会えるのは幸せな事です。
ロータリーのご縁で、プロバスクラブの方と知り合い、名医にも出会えた事に感謝です！！

卓話：【 会長の時間・幹事の時間 】
『会長の時間』 森岡 弘通 会長
歌舞伎座の建替えが話題になり、多くのファンが取り壊し前の歌舞伎座を写真に収めていますが、
私は、終戦後の外壁だけを残して、みじめな姿になった歌舞伎座の前を何度か通った記憶があります。
当時、伯母が銀座一丁目で小物問屋を営んでおり、大森にある伯母の家に、週末遊びに行っておりました。
映画の招待券をもらって映画を見たり、まだ露店のある銀座をフラフラしていただけなのですが、人生で、
あんなに自由で楽しい時はありませんでした。
銀座４丁目の交差点では、かっこいいアメリカ軍のＭＰが交通整理をしていました。
アメリカの兵隊さん達は、身なりがパリッとしていてかっこよかったのはもちろん、バスや電車で、老人や女性に
席を譲ったり、道で荷物を落とした人がいたら、拾ってあげたり、とても紳士的だったのを覚えています。
残念ながら、現在のアメリカは、行き過ぎた個人主義により人々の精神も荒廃している気がしてなりません・・。

『幹事の時間』 疋田 久武 幹事
鳩山政権から引きつづき法務大臣に任命された千葉景子さんについてお話してみます。
千葉さんは、人権派の弁護士らしいですが、取り調べの見える化や、夫婦別姓の早期実現を推し進めています。
元検事から聞いた話ですが、取調べ中に、検事は容疑者と、女性の話やプライベートの話をして、打ち解け、
信頼関係を築いて、情報を引き出したりするそうです。
そんな事をビデオに撮り、裁判の資料にするとなると、お互い本音が出にくくなり、捜査に支障を来たす
可能性があると言っておりました。また、夫婦別姓に関しても、重要な問題なのに、議論を尽くさないで、
早期実現と言っている人が、人権派なのか疑問に思ってしまいます。
今回、初めて幹事の時間をいただきましたが、年に何回かあって、皆さんの意見を伺ったり、議論を尽くした
なかで、ロータリークラブも運営できると、より良いクラブになると思います。

【 ニコニコ報告 】

横倉 利夫 親睦委員

本日のニコニコ： 15,000 円／累計 961,735 円
ビジターフィー：
0 円／累計 28,000 円
森岡弘通

君

斉藤ゆうすけ君がＲ財団奨学生に合格したそうです。
おめでとうございます。

.

疋田久武

君

杉田会員が檀家の葬儀で欠席となり、イニシエーションスピーチを開けず残念でした。

成田恭隆

君

ズボンのベルトを忘れ、先ほど気付き、
ベルトなしでもズボンがはける、我がウエストに驚いています。

後藤一郎

君

手術後の月一回のチェックで、順調・良好の診断を受けました。

福井長行

君

ご無沙汰致しております。ただ今、腰痛検査中でした。
また元気になったら出席させていただきます。

野村圭伊

君

孫（男子）が誕生しました！

山下雅弘

君

６月１４日のチャリティーゴルフ、よろしくお願いします。

横倉利夫

君

６月５日、モデルハウスをリニューアルオープン致しました。
「エコハウス展示館」と名付けました。皆様のお越しをお待ちしております。

【 出席報告 】島倉 邦子 出席奨励委員
＜事前のメーキャップ＞
井村廣巳 君（多摩南グループ）
岩田孝支 君（八王子東ＲＣ）
藤林良昭 君（次年度理事会）
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【 今後の予定 】
■6 月 16 日■

『休会』

■6 月 23 日■

『講談』

■6 月 30 日■

『最終例会・会長挨拶・幹事報告』 ／

河津 琴逍 師

※夜間例会 18:00 点鐘（大政鮨）
『バッヂ交換』

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子西 RC
・多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

6/22 移動例会(事務局にて) 6/29 夜間例会
6/17 国際大会に振替 6/24 夜間例会
6/11 休会 6/25 夜間例会
6/23 夜間例会 6/30 休会

時間：19:00〜20:30

・6/12(土)

第 924 回例会

・6/26(土)

第 925 回例会・卒業式（移動例会）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・左門左兵衛・阪口茂
山下雅弘・仲谷政毅

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

