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-ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム -本 日 の プ ロ グ ラ ム -

☆クラブフォーラム～「親睦」について☆
-会 長 報 告 ○ガバナー事務所より
・青少年交換委員会緊急連絡網入力のお願い
が届いております。

-幹 事 報 告 ○例会変更
・海老名ＲＣ
6 月 2７日（月）→最終夜間例会 点鐘 19 時
場所：オークラフロンティアホテル海老名
・海老名欅ＲＣ
６月１６日（木）→最終夜間例会
場所：オークラフロンティアホテル海老名
・大和ＲＣ
6 月 14 日（火）→6 月 12 日（日）家族会への振替の
ため休会
6 月 21 日（火）→夜間例会へ振替

—ゲストビジターの紹介—

綾瀬ＲＣの中村明正様，ようこそ
いらっしゃいました。
ごゆっくりと当クラブの例会を楽
しんでいって下さい。

米山奨学生フィンフォンリンさ
ん，ようこそいらっしゃいまし
た。
当クラブの雰囲気にまだ慣れな
い様子ですが，小島会長と並ん
だ笑顔はバッチリでした。

「親睦について」
ポールハリスは，ビジネスの発
展，そして孤独という寂しさを
解消するためにロータリーを創
設したといわれています。そし
て親睦を目的として出発したロ
ータリーも，長く真摯な議論を
重ねながら，大きな変貌を遂げ
ました。その結果，現在のロー
タリーの定款や細則の中から親
睦の文字を見つけ出すことは難
しく，僅かに親睦委員会の項目
にその痕跡をとどめているに過
ぎません。もはや，ロータリーライフの中で親睦は
不要になってしまったのでしょうか。
ロータリーの 2 本の柱として，ロータリアンのほ
とんどは親睦と奉仕を挙げますし，新しいロータリ
ー年度が始まって，新会長の挨拶にも決まって親睦
と奉仕という言葉が述べられます。親睦と奉仕がロ
ータリーライフを支える 2 本の大きい柱であるこ
とは疑いのない事実です。親睦が失われればクラブ
は崩壊するだろうし，奉仕がロータリー活動の大き
な目的であることは疑いのない事実です。
しばしばロータリーで親睦を図ることがロータリー
活動の全てであるように誤解され，また，ゆるぎな
い親睦こそロータリーが存続する絶対的条件だと考
えているクラブも少なからずあります。しかし，こ
れらには批判の余地があります。親睦はロータリー
活動そのものではなく，ロータリーという植物が根
をはり，成長するためにどうしても必要な，最上の
土壌に過ぎないということです。
ロータリーはあえて親睦の解釈を世間一般の人たち
が考える解釈と異なる次元に置いています。
そこで，会員それぞれが「親睦」についてどのよう
に考えているのかその考えを述べていただきます。
［小島條太郎会長］
ロータリーの親睦とは，遊び友達ではなく，友情で
あると思う。ロータリーには 45 人の
友人がいる。そしてそれを表現する場
が親睦例会であり交流する場だと思う。
[佐々木尚壽副会長]
ロータリーは奉仕クラブですが，親睦
を図った上での奉仕が大事。これがロ
ータリーの最善の意義だと思う。お互
いの信頼の上に立って，真心のこもっ
た活動は欠かせない。この点，反省し
て臨みたいと思う。
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[城所敏之会長エレクト]
親睦はゴルフや酒飲みやカラオケとは
違う。親睦は Fellowship が原語。そ
れを親睦と翻訳されている。現在，次
年度活動計画書の準備中。自分の方針
として自己研鑽，奉仕，フェローシッ
プと書いている。ソウル国際大会で，
世界中からロータリーのバッジを着け
たロータリアンを見るだけですぐ打ち
解けられた。握手し，一緒に写真を撮ることなどでき
たのは性善説が先行しているからだと思う。本来の
Fellowship を重点に日ごろ接することが大事。優し
い心で接し合うのが友情であろうと思う。次年度のコ
ンセプトにもしたい。
[織原利久会員]
お互いの信頼，経緯を持つことが大事。
親睦は深めるものではなく，深まるも
のだと思います。
[佐藤光輝会員]
一般的な意味での親睦は，親しく睦む
…。あらゆる団体等にあるもの。
Fellowship は，連帯感や仲間と言っ
たような意味合いであって，ロータリ
ーでの親睦はこの後者の意味合いであろうと思われる。
ロータリーとしての連帯感一体感をもって奉仕するこ
とが大切だと思う。
[佐野良人会員]
一般的には親睦はお互いに意見を率直
に言えることだと思う。ロータリーの
親睦と言われると面倒くさいから考え
ない。
[内田清会員]
うちのクラブは，現在，親睦にかけて
いると思う。
[山口光正会員]
本当の親睦について，初めて考えた。ソウル国際大会
の会場で友愛の家を見て回りました。各国のバナーや
バッジを買い，言葉なんか通じなくて
も握手し，ロータリー国際大会ならで
はのものだった。
[笹生誠会員]
深い考えはないですが，和をもって計
画し，参加するのが親睦の意味だと思
う。できる限り参加したいと思う。
[出口義勝会員]
親睦は親睦活動と言ったとたんに横滑
りする。ロータリーの原点は，信頼できる仲間づくり
をしようというものだった。人と人との関係を円滑に
できるように，が大切。自分の欲望の自己制御されな
—例会スケジュールー
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ければ，ぶつかり合う。自己制御でき
る人間をどうやって作るかがロータリ
ー。結果として親睦ができてくる。本
当に信頼できるような企画で活動も出
来るといい。
[五十嵐直樹会員]
入会 10 カ月。ようやく笑
顔で例会に出られるように
なった。ロータリーでは義務と権利をわ
きまえながらやっていきたいと思います。
[飯田久夫会員]
ポールハリスの言葉に「手
を携えて共通の仕事に精を出せ。意見の
違う問題について議論することを避けよ」
とあります。
[山崎隆夫会員]
ロータリーの文化は親睦にある。友情
と寛容を育てることが大切。4 つのテ
ストを抜きにすることはよろしくない。
[千代川浩子会員]
週に一度会員同士が同じ時間を共有す
ることが親睦になるんだと思う。寛容
の精神を前提にするのが親睦に繋がる。
－ス マ イ ル—
☆ゲストのスマイル
[中村明正様（綾瀬ＲＣ）]
綾瀬ロータリーの中村です。お世話になります。
☆クラブのスマイル
［小島会長，佐々木副会長，城所会長エレクト，山
本幹事，山口副幹事］
本日の例会は，「親睦について」クラブフォーラ
ムです。西村クラブ管理運営委員会担当理事，よろ
しくお願いします。
綾瀬ＲＣ中村明正さん，そして米山留学生フィン
フォンリンさん，ようこそいらっしゃいました。ご
ゆっくりしていって下さい。
［西村弘司会員，原田孝一会員］
山崎さん，ソウル国際大会の写真ありがとうござ
います。リンさん，ようこそ！！綾瀬ＲＣ中村様，
ようこそおいで下さいました。ゆっくりしていって
下さい。
［柴田淳之助会員］
ディズニー君への思いがけない援助継続の決定，
心から感謝します。有難うございました。
［三平治憲会員］
所用のため，退席させていただきます。
［小澤俊通会員］
本日，所用のため早退します。
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