45 期【No.1】第 2120 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

就任挨拶

」
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会長

6/1：98.11％

生駒尚久君・幹事

6/8：100％）

安井健次君

【前々回の会長挨拶】
岡崎東ＲＣの定款第 7 条第 7 節 a)の名誉会員の資格条件を改めてご紹介いたします。
ロータリーの理念を推進するために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目
的を末永く支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を本クラブの名誉会
員に選ぶことができる。かかる会員の身分の存続期間は、理事会によって決定されるも
のとする。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持できる…となっています。
御承知のように今年度いっぱいで水野恒彦君が退会されます。在籍 40 年強しかも皆
出席されています。いつも例会場に早く来て頂きホワイトボードに美しい文字で卓活者の名前・タイトルを書
いてくださいました。体調が思わしくない時でも、ただホワイトボードに書くためだけに来て頂いたことも何
度かあったと思います。先日酒井幹事と水野さん宅に挨拶に伺いました。水野さんのご趣味は俳句です。俳句
とは五･七・五の 17 音からなる日本語の定型詩で、世界最短の定型詩と言われています。わずか 17 文字の
中に「ことば」の世界をつくり自己を表現します。さらにその先には、個人の恣意的なものが排除された自然
な「ことばたち」の世界があるような気がします。
「日本の美意識」は素晴らしいとつくづく思います。京都 東
福寺の庭を造った作庭家 重森三玲は茶人でもあり書道家でもありました。彼は「石をみつめていると、この
石は庭のどこに、どの様においてほしいか語ってくる」と言っていました。ヨーロッパの幾何学的だったり、
シンメトリーだったりする庭と比べ、日本の禅寺の庭の奥深さを感じます。先ほどの「ことば」の世界と同様、
ここにも「日本の美意識」があるのではないでしょうか。こんな話で奥様を交えての本当に楽しいひと時を過
ごさせて頂きました。冒頭に定款の名誉会員の資格条件をご紹介しましたが、抽象的で事務的にはすすめられ
ない内容となっています。先回の理事会にて水野さん退会の件を議題にあげたところ、誰からともなく「ぜひ
名誉会員に…」という声が大きくあがり、出席者全員が「会長幹事でお願いに行きなさい」という事になりま
した。水野さんにご快諾いただきましたので玄関を出るとき、私は心の中でガッツポーズをしました。

【前々回の卓話】

「

一年を顧みて

」

会長 小林精文君・幹事

酒井賢君

【小林会長】一年を振り返って、3 つの事についてお話させて頂きます。
１、今年度の目標方針と評価について
ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」でした。地区の方針は服部良男ガバナー(岡崎ＲＣ)の「真のロー
タリアンになろう ロータリアンを見つけよう」でした。ロータリーには５つの中核的価値、強み、ブランドが
あります。
「同じ目的を共有する仲間としての親睦」、
「４つのテストの倫理性としての高潔性」、
「ポールハリスの
多様性」、「人類を笑顔にする奉仕」そして「リーダーシップ」であります。これらロータリーのブランドを地域
の人々に伝えることにより、
「新しいロータリアンを見つけましょう」これが地区の方針です。この方針を実現す
るために「マイロータリーへの登録」
、
「各クラブ情報共有し活動を認知」、
「ＳＮＳを活用したロータリーブラン
ドの発信」
、以上 3 つの活動を行いました。会長としての評価は、マイロータリーの登録は 60%を達成しました。
クラブセントラルの使用やＳＮＳの活用状況は、地区内で高い評価を頂きました。
２、職業奉仕について
ＲＣの活動は多岐多様であり、一番の基礎となるのが職業奉仕であります。これがきちっと出来ていないと、
ロータリアンどころではありません。
『職業奉仕とは何か』について深川純一さんの定義を紹介します。「職業と
いうのは、私達が生きていく為の所得を獲得する手段、利潤追求の手段であり、自分の為のものであります。一
方、職業奉仕の奉仕とは、世の為に人のことを考えること、即ち、自分以外の人のことを考えることであり、他
人の為のものです。では、社会奉仕と職業奉仕とを分かつメルクマールは一体何かと言いますと、一言で言えば
利益者は誰かということであります。ロータリアン以外の人が利益者にある場合が、社会奉仕であり、ロータリ
アン自身が利益者になる場合を職業奉仕というのであります。」条件が悪く、厳しい経済社会の中においても、ロ
ータリアンは職業奉仕ができていて、ロータリアンとして存在することができます。しかし今のままの経済社会
ではソーシャルビジネス、エシカルビジネスの成立が難しく、職業奉仕ができていません。仮にできていても実
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感がない。つまりロータリーの会員が増えない原因の一つでもある、そんな気がします。人任せではなく、我々
自身もどうしたら良いか、個人として、社会人として、ロータリアンとして考えなえればならないと思います。
３、当クラブの委員会構成について
年度の各委員長の皆さんは、約一年半前から、今年度事業の準備をして頂き、事業は全て終わった時期です。
次年度の各委員会への引継も済ませ、残すは報告書作成かと思います。準備をしっかり行い、やり切った委員長
さんもいれば、どうも思うようにいかなかった不完全燃焼の人もいると思います。委員の任期は一年です。同じ
委員会の委員長を二回やる事はまずありません。そういった意味では、みんな素人です。一年終わったころに、
もう一回やったら、もっとうまくできると思う訳ですが、次年度の新委員長さんにバトンタッチします。
＜結び＞この一年、岡崎東ＲＣの会長として貴重な経験をさせて頂きました。当クラブの場合、クラブ奉仕委員
長、会長エレクト、会長と流れができています。クラブ奉仕委員長に…と声をかけられたら、とりあえずとまど
った様な、考えるふりをしても結構ですので是非引き受けてください。チャンスはそうある訳ではないので、引
き受けないと「もったいない」です。来週、最終例会のなかで会長としての感謝を申し上げたいと思います。
【酒井幹事】
岡崎東 RC の幹事を拝命し 1 年が過ぎようとしています。この日を迎えることが出来るのも皆様のお蔭と感謝
申し上げます。私の性格はあがり症と心配性で一年持つか心配でした。途中から自分らしさを出せたら良いと決
めロータリーを楽しむことができました。会員の皆様にはご迷惑をお掛けしたことも多々あると思いますが、ど
うかお許しください。小林会長には一年間、伸び伸びとやらせていただき感謝しています。また要所で助言を頂
き、とても頼りになる存在でした。会長指針の補佐役として、諸先輩方を始め各委員長様と情報を交換し「魅力
あるクラブ作り」に努めてきました。各委員長さんは、素晴らしい活躍をされた方ばかりだと思います。また事
務局の河内さんには、本当に助けていただき有難うございました。ロータリークラブの良いところは、任期が一
年限りで、たとえ不完全でも６月末には終わることができます。心残りは会員増強が果たせなかったことです。
目標は純増２名でしたが、入会２名、退会 3 名になりました。現在、新会員候補者の手続きを行っており、すこ
しは次年度に繋げられたと思い安堵しています。次週はいよいよ最終例会となります。私なりに楽しみたいと思
います。最後になりますが私にとって貴重な経験を積むチャンスを頂いた小林会長と、お世話になったすべての
ロータリアンに感謝申し上げます。今後はこの経験を生かし、ロータリー活動にそして職業奉仕に力をいれたい
と思います。そしてこれからは旅行を趣味にしたいと思っています。出来たらご一緒にどうですか？これからも
皆様と友情を深めたいと思いますので宜しくお願いします。一年間 有難うございました。

岩月様 水野様へお礼

水野恒彦君よりご挨拶

「一年を振り返って」

ようこそ！本日のビジター

【前回の会長挨拶】
この後の最終親睦会が終わりますと、今年度への事業はすべて終了となります。
事業計画通り行なわれ、やりきった委員長さんもいれば、もう一年やったらもっと上手く出
来るのになあ…と思っている方もいるかも知れません。その最たるは私です。いってみれば、
この不完全燃焼の元気な状態で来期の委員長さんにバトンタッチする。ここに意味があると
思います。「エントロピー増大の法則」というのがあります。エントロピーとは後程出てき
ますが、私は「倦怠感」又は、「倦怠感の度合い」と解釈しています。生物学者、福岡伸一
さんの書かれた「アンチアンチエイジング」から。
『私達が棲むこの宇宙において、輝けるものはいつかは錆び、
水はやがて乾き、熱あるものは徐々に冷えていく。時間の経過の中で、この流れに抵抗することはできない。
科学者はこれまで人間に可能なさまざまなことをもたらしたが、同時に人間にとって不可能なことも教えてく
れた。それは時間を戻すこと、つまり、自然界の物事の流れを逆転することは決してできない、という事実で
ある。これが「エントロピー増大の法則」である。エントロピーとは「乱雑さ」の尺度で、錆びる、乾く、壊
れる、失われる、散らばることと同義語と考えてよい。秩序あるものはすべて乱雑さが増大する方向に不可避
的に進み、その秩序はやがて失われていく。ここで私が言う「秩序」は「美」あるい「システム」と言い換え
てもよい。すべては摩耗し、酸化し、ミスが蓄積し、やがて障害が起こる。つまりエントロピーは常に増大す
るのである。生命はそのことをあらかじめ織り込み、一つの準備をした。エントロピー増大の法則に先回りし
て、自らを壊し、そして再構築するという自転車操業的なあり方、つまりそれが「動的平衡」である。しかし、
長い間「エントロピー増大の法則」とおいかけっこしているうちに少しずつ分子レベルで損傷が蓄積し、やが
てエントロピー増大に追い抜かれてしまう。つまり、秩序が保たれない時が必ず来る。それが個体の死である。
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ただ、その時にはすでに自転車操業は次の世代にバトンタッチされ、全体としては生命活動が続く。現に生命
はこうして地球上に三十八億年にわたって連綿と維持され続けてきた。だから個体がいつか必ず死ぬというの
は本質的には利他的な、あり方なのである』ロータリーの委員会もこの法則に従っており、各委員会の細胞が
老化する前に、まだ元気なうちに次の生まれたての細胞と入れ替わり、そうすることにより、いつまでも新鮮
でみずみずしい岡崎東ＲＣであり続けることができる、こんなふうに思えます。もう間もなく岡崎東ＲＣは生
駒会長を中心とした新しい細胞と入れ替わります。一部、他の委員会で再利用の方もいますが、輝かしい年度
となる様心より御祈念申し上げます。と共に今年度お世話になりました、全ての委員、事務局、名鉄トヨタホ
テルの皆さんに感謝申し上げ、私の最後の挨拶とさせて頂きます。

【前回の例会】

点鐘木槌の引継ぎ

「

最終親睦夜間例会

」

～ 岡崎市竜美丘会館「ローレライ」～

一年間お疲れ様でした！

一年間お疲れ様でした！

会員によるバンド演奏

三城君 ♪ルビーの指輪♪

ようこそ！鈴木公市様

ご歓談

青山君 池田君による三味線の演奏

ご 挨 拶 水野恒彦君より退会のご挨拶
御
礼 水野恒彦君・岩月鋹廣君へ題字書きのお礼
ご 報 告 山内隆一君より七ヶ浜 RC 訪問のご報告
幹事報告(酒井賢君)

手に手つないで

■ 報告書の原稿の提出期限が 7/14 迄です。お願いします。
■ お帰りの際アレンジケースの配布物お持ち帰りください。

副幹事報告(安井健次君)
■ 理事会報告[6/8 臨時理事会]
・2017-18 名誉会員の件：水野恒彦氏 承認

■ 理事会報告[6/22 臨時理事会]
ビジター報告 【岡崎南 RC】1 名
・会員候補者最終承認の件：鈴木公市氏承認
出席委員会
本日の出席率 85.42%(欠席 7 名)
・正会員退会の件：島田英太君承認
前々回(6/8)修正出席率 100%(欠席 0 名)
■ 本日 13 時半～次年度第１回公共イメージ向上委員会が
最終親睦夜間例会のご案内
OKB ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞで開催され坂野地区委員が出席されます。 親睦委員会
■ 6/24(土)17 時半～地区役員及び会長幹事懇談会が開催さ 米山奨学委員会
小銭寄付のお願い
れ、小林会長、幹事の酒井が参加してまいります。
ニコボックス委員会(6/22)
■ 第 50 回 13 クラブ親善スポーツ大会のお礼状と会計報告が
 水野恒彦君 長い間有難うございました。
ホストクラブの岡崎南 RC より届いております。
 小林清文君･酒井賢君 本日卓話をさせて頂きます。
■ 第 45 回岡崎市民美術展のお礼状が届いております。
 小林清文君 水野さん、長い間お疲れ様でした。
■ 次週は最終親睦夜間例会です。18 時～岡崎市竜美丘会館
 小木曽進君･手嶋明君 皆様、一年間ご苦労様でした。
「ローレライ」です。お間違えのなきよう願います。
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稲垣寿君 酒井幹事お疲れ様でした。
佐野真琴君 水野さん綺麗な題字有難うございました。
生駒尚久君 バンコクの楽しい夜を過ごして来ました。
池田正君
来月ひよどり会の総会です。
林孝夫君 ハワイに行って少しのんびりしてきました。
倉内充雄君 西脇君いろいろありがとうございます。
春名祐樹君 ７月に東京の港区赤坂に音楽とお酒を楽しめ
るバーをオープンします。
 長坂勲君･新波勝也君･杉田広喜君 ニコに協力します。
 西脇謙二君 生駒社長、先週は有難うございました。

ニコボックス委員会(6/29)
 小林清文君 一年間ありがとうございました。
 酒井賢君
本年度最終例会を楽しみます。
 長坂勲君･小木曽進君･山内隆一君･浅岡謙治君･生駒尚久
君･野村政弘君･橋本義紀君･畔栁秀幸君･稲垣寿君･南鉉
君･宇野弘隆君･新浪勝也君･坂野弘君･安井健次君･本田康










英君･石川雅規君･加藤和志君･佐藤寿行君･倉内充雄君･佐
野真琴君･小出一輔君･鋤柄英明君･長坂貴之君
小林会長･酒井幹事一年間ご苦労様でした。
中川和弘君 ようやく副会長の荷が下りました。来月から
は少し居眠りさせて頂きます。
岩崎靖彦君 最後の司会します。会場委員会にご理解、ご
協力ありがとうございました。
杉田広喜君 あづま会優勝させて頂きました。
池田正君･青山俊次君 三味線演奏をさせて頂きます。
春名祐樹君 三城さんバンド、余興頑張って下さい。
黒井克宣君 今日間違えて魚清さんに行っちゃいました。
三城偉央君 本年度最後の夜間例会です。失礼があったら
すみませんが最後までお付き合い下さい。
西脇謙二君 本年はお蔭様で目標達成出来ました。皆様の
ご協力に厚く御礼申し上げます。

７月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

7/13(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「今年度事業計画」職業奉仕委員長/社会奉仕委員長

7/20(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「今年度事業計画」国際奉仕委員長/青少年奉仕委員長

7/27(木)18:00～

「魚清」

「新年度親睦夜間例会」

クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

7 月 12 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

7 月 24 日（月）

豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

7 月 25 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

7 月 25 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日

内容

7 月 26 日(水) ザ･トラディション GC 定例会/取切り戦 ／ 総会(午後 6 時半～魚清)

ひよどり会 7 月 13 日(木)
写楽会

場所

チャーム

定例会 ／ 総会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示

page 4

