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第 2411 回例会報告

日　　時：令和 1 年６月５日（水）　
会　　場：例会場　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　　　　　　　　杉田委員
開会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
斉　　唱　国歌「君が代」
　　　　　ロータリーソング「日も風も星も」
　　　　　 「四つのテスト」
お客様の紹介　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
上野要平様 地区ローターアクト代表 ( 東京日野 RAC)
ご挨拶　上野要平様　
　今年度のローターアクト

年次大会、年に 1 回の活動

の集大成の場でした。国立

RC か ら 5 名 の 方 の登録

をいただきました。まだ30

歳に満たない若者の集ま

りで運営に対しては多々お

見苦しい点もあったかと思

いますけれど、温かく見守

っていただきまして、ありがとうございました。
　ローターアクトも会長幹事会を定期的に行っていま
す。6 月 15 日に国立市内のお店で行わせていただくこ
とにしました。もしご都合のつく方は見学にお越しいた
だければ幸いでございます。

会員増強賞の授与　　 　　　　　　  　   喜連元昭会長
津戸弘樹新会員のスポンサーとして、小澤孝造会員と近
藤佳子会員に地区より会員増強賞が授与されました。　
幹事報告　
● 6 月のロータリーレートは１ドル 110 円です
● 26 日最終家族例会　
抽選会の賞品のご提供をよろしくお願いします。
委員会報告
●吉野ロータリー情報委員長　2019 年度の規定審議会
の改正について重要点の報告 ( ロータリー - の友 6 月号
より )　
＊「例会欠席のメークアップ有効期限がＲ年度内に拡大
→前後 2 週間から年度内とする」これはクラブで検討を
行い、クラブ細則で何らかの処置をしていただきたいで
す。
＊同一職業分類の会員数上限廃止→クラブがバランスの
とれた会員構成を保つ。
＊クラブ会長の後任者が決まらない場合→現職会長の任
期を一年に限り延長可となります。
＊ローターアクトクラブは RI に加盟となり、ロータリー
の下部組織となりました。

▲ 会員増強賞を受賞した小澤（孝）会員と近藤会員
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クラブフォーラム
理事会報告　　　　　　　　　　　　　　喜連元昭会長
●社会福祉協議会　チャリティコンサートについて
7 月 6 日に行われるチャリティコンサートへの後援を行
います ( パンフレットにクラブ名を記載 )。またクラブ
でチケット 10 枚の購入をいたします。チケットは、ご
希望の方に差し上げますので、事務局よりお受け取りく
ださい。
●退会者について　
お二人の退会を承認いたしました。
佐藤稔会員（5 月末）・荘原健会員（6 月末）
● 2019 年規定審議会の改正について
　主な内容については、吉野情報委員長より報告されま
した。今後改めてクラブの規定審議会で検討し、細則に
反映することになります。メークアップの期間は当面は
現状のまま続け、RI より正式な定款の変更文が届いたら
検討をすることといたします。
●６月の卓話の予定
6/12　モランシー・モーリス氏 ( 高校英語講師 )

　　　　「トリニダード・トバゴについて」
6/19　家樹（株）代表取締役　田代隆浩氏

　　　　「家系図の魅力・作る本当の意味」
今月の各種お祝い 　　　　　 　    鈴木親睦活動委員長
入会記念月
吉野利春 会員（在籍 33 年）
関　重寿 会員（在籍 26 年）
青木　健 会員（在籍 16 年）
会員誕生月
村上隆秀 会員（8 日）
本間康彦 会員（4 日）
木島常明 会員（13 日）
近藤佳子 会員（16 日）
矢澤和成 会員（16 日）
井田　満 会員（27 日）
夫人誕生月
本間会員夫人・純代様
小沢国寛会員夫人・智美様

ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　  津戸弘樹親睦活動委員
●喜連元昭会長　本日をもって、今年度最後のクラブ
フォーラムとなりました。少し早目ですが皆様により支
えて頂いたことに厚く御礼申し上げます。残り 25 日頑
張りますので引き続きよろしくお願いします。
●村上会員　誕生日の祝のプレゼントをありがとうござ
います。
●本間会員　誕生日のプレゼントありがとうございま
す。いよいよ 50 代最後 !! ガンバリます。
●木島会員　誕生日のお祝いありがとうございました。
着実に老境に向いつつあります。
●近藤会員　御誕生日の御祝をありがとうございまし
た。これからは日々を大切に送りたいと思います。
●北島正典会員・長嶋会員・北島清高会員・鈴木会員　
上野要平ローターアクト代表の御来訪心より歓迎いたし
ます。5 月 18 日の六本木でのローターアクト総会楽し
ませていただきました。若い人たちの行動力、上野要平
さんの指導力頼もしく感じました。
●本多会員　今年も横田基地駅伝を走ってきました。一
人 5㎞を四人で 20km タスキをつなぎました。順位は
45 才オーバー 261 チーム中 27 位でした。私のタイム
は 5km 21 分 43 秒でした。
●井田会員　誕生日のお祝い誠にありがとうございま
す。定年に一歩ずつ近づく恐怖で寝れません。子どもが
まだ 4 歳なものですから
＊ニコニコ BOX 合計 34,000 円　累計 1,968,000 円
出席報告　　　　 　　   　　　     　近藤出席奨励委員
　 ６月５日　在籍 51 名中　出席 40 名   
　 前々回 (5 月 22 日 )　出席率 95.83％　
閉会点鐘 　　　 　 　 　　　　   　　 　 喜連元昭会長

▲ 誕生月の本間会員。村上会員。木島会員。井田会員。近藤会員

■奉仕の理想の歌詞について
　ロータリーソングの奉仕の理想の『御国に捧げん我等の
生業』という歌詞は、単なる国家という以上に天皇制国家
をイメージさせるので「改詩をしては……」との意見がロー
タリーの友に載っていた。
　それに反論する記事が２か月後の『友』に載った。それ
によると、この歌詞は本来『世界に捧げん我等の生業』だっ
たようだ。それでは、どうして変わったのか。昭和８年ご

ろから日本は軍部の力が強くなり、言論や結社の統制が強化
されるようになり、ロータリーも軍部の弾圧を受けて、例会
の存続さえも危ぶまれた瀬戸際に立たされた。そこで例会に
国旗を掲げ、国歌を歌い、そして『御国に捧げん……』と改
詩をして例会を存続させるために会員が命がけで守った。そ
れらの諸先輩を思い、例会では当時を偲び『御国に捧げん
……』と時代錯誤の歌詞を、戦争を無くし平和を願う気持ち
を込めて歌うようになった。（2001-2 年度週報より転載）


