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Serve To Change Lives  奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

皆さん　こんにちは。本年度、第一回の会長インフォ
メーションです。いささか緊張しております。
今日からここホテルモントレ　ラ　スール大阪が我々大
阪鶴見RCの新しい例会場になります。皆様、新しい例会
場の雰囲気は如何でしょうか？
事務局もここの2階に移転しました。ホテルの中務総
支配人からは、移転祝いの豪華なお花も頂戴しました。
ありがとうございました。
ここで、ホテルの中務総支配人、スタッフの方を紹介
致します。今後とも末永くよろしくお願いいたします。
さて、先週末の土曜日に、熱海の凄まじい土石流の映
像を目にしました。真っ黒な土砂交じりの水がザーという
轟音と共に、建物や車両を巻き込む様子、走って逃げる
消防団員の姿は、東日本大震災の映像と被りました。
熱海と言えば、皆様も一度は行かれたことがある温泉
地だと思います。私も業界の親睦旅行会では、東京と一

緒であれば、熱海というのが定番のようで、何度も行き
ました。今回の被災地は駅を挟んで右側ですが、反対
側の左側の斜面にある横山大観画伯のゆかりの大観荘
という旅館で、駅を降りて、タクシーで急斜面を昇るの
を覚えています。
ここ数年は、毎年、必ずこの梅雨末期に、「線状降
水帯」によって狂暴化した災害が発生しています。熱
海のような急傾斜地で、危険な場所は全国で８０万カ
所以上もあるそうです。「線状降水帯」はどこで発生す
るかわかりません。次は自分の住んでいる地域かもし
れません。
早めに非難するしかないのかもしれませんが、ハザー

ドマップをあらかじめ見ていても、自分のところは大丈
夫だと、誰でも何の根拠もなく正常性バイアスが働いて
しまうのではないでしょうか？今一度、自分のところのハ
ザードマップを確認してみてはどうでしょう？

我らの生業 バラ色の人生
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担当： 未定担当：発会員

未定クラブフォーラム　クラブ奉仕部門

7月27日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために



秀 島 会 員 ホテルモントレでの初例会おめでとうござ
います。移転の手配をされた皆様、ありが
とうございます。

水 間 会 員 鳥居会長、須田幹事ご就任おめでとうござ
います。 1年間よろしくお願いします。私、2
回目のワクチン接種で39度の発熱の為、
動けません。申し訳ございません。

中 村 会 員 鳥居・須田丸の船出を祝して！！無事な航
海を祈念致します。この1年よろしく御願
い致します。

大 草 会 員 鳥居会長、須田幹事1年間よろしくお願い
します。

山 崎 会 員 新年度が始まりました！！鳥居会長、須田
幹事、理事・役員の皆様、どうぞよろしくお
願いいたします。（素晴らしい見晴らしで
すね！！）

濃 添 会 員 鳥居さん、須田さん一年よろしくお願いし
ます。

田中（信）会員 今期第1例会、新しいモントレ　ラ・スー
ルの会場で無事開催された事をお喜び申
し上げます。本年度も皆さんよろしくお願
い致します。

秀 島 会 員 七夕の明日、ベトナムダナンバーナーヒル
ズのVRツアーを初ガイドします！乞うご期
待（（笑）

広 瀬 会 員 濃添前会長、御苦労様でした。鳥居新会
長、よろしくお願い致します。

￥25,000.-　　累計　￥25,000.-

￥2,000.-　　　　累計　￥2,000.-

新しい会場でのスタートで、段取りや例会の進行等、
至らないところが多々あると思いますがご意見、アドバ
スよろしくお願いします。

早速　予定変更のお知らせですが、９月１２日に開
催予定でした鶴見区民まつりの中止が決定いたしまし
た。去年のようにギリギリまで中止か開催か分からない
よりはこちらも予定を立てやすいので、ありがたいので
すが今年はＣＰＡＯさんとの共同開催のつもりでした
ので、何か代わりになるイベントなど、ご提案をお待ち
しております。
例会場でのご案内ですがチャペルの前ぐらいに喫茶

スペースを設けております。
ロータリーの会員であることを受付の方に言ってくだ

されば飲み物等をご提供させて頂きますので、例会後
のご歓談に積極的にご活用ください。

第７回理事会で、８月２４日にいつも新年会でお世
話になっております「やまと」でお食事会を開催すること
が承認されました。
当初７月27日の夜例会を予定していたのですがまん
延防止等重点措置などの観点から延期して、８月２４
日になりました。なお今の段階で昼にするのか夜にする
のかは８月１７日ぐらいの状況で決定いたしますので、
会員の皆様はどうかその日、予定を空けて頂ければ幸
いです。

よって７月２７日は通常例会ですので、お間違いの
ないよう、よろしくお願いします。

幹事報告 幹事：須田 幸史朗
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理事・役員就任挨拶

まずは、昨年度の濃添会長と吉羽幹事、お疲れ様で
した。コロナ禍での難しいクラブ運営をしていただき、
誠にありがとうございました。
コロナウィルスのワクチン接種も徐々に進んできては
おりますが、まだまだ収束の目途が立っておりません。
コロナ禍で制限はあっても、新人・ベテランが一緒に
なって活動できる機会を積極的に工夫していきたいと
思います。これから１年間、何卒よろしくお願いいたし
ます。

（4ページに続く）

担当：理事・役員

卓 話

会長 鳥居　和久

会長エレクトとしては、鳥居会長年度から継ぎ目なく
上手くバトンを受けることができるように、そして活力
ある楽しめるクラブとして発展する一助になるよう努め
ます。
本年度は出席・親睦委員長も仰せつかっております
が、例会への出席と親睦、そして会員増強はクラブの活
性化にとって基本中の基本だと認識しています（最初
からお休みして申し訳ありません。）。鳥居会長の方針
のもと、出席と親睦、会員の増強にも注力してまいりま
す。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

今期はすでに中止が決定したイベントなどございま
して今期も中々予定通りの運営は難しいと考えており
ます。
今期の運営目標は、会員増強と退会者を出さない事

を重点において会員の皆様が楽しめる親睦活動をメイ
ンにしたいと思っております。
会員同士が交流するイベントをたくさん企画したい
思っております。

入会して初めて会計を担当させていただきます。
コロナ禍で例外的事項も発生すると思いますが、会
長、幹事を初め皆様とご相談しながら進めていきたい
と思います。
1年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。

今年は会員増強をメインに活動する。
実質純増10人。

幹事

会計 山崎　修一

青少年奉仕担当理事　 源　壽美子

クラブ奉仕担当理事　 発　　剛士

６日の例会日は、モントレー京橋で行われる記念す
べき第一回の例会日にもかかわらず、公務を優先して
欠席しなければならないことを残念に思っております。
が、この原稿は、７月3日のエンゼルス対オリオールズ
戦で、大谷翔平が２９号、３０号の2本のホームランを
打った上に、9回に盗塁を決め、2塁からのランニングに
よるサヨナラ勝ちの非常に気分の良い流れで作成して
います。
さて、私の職業奉仕の挨拶は毎度同じことの繰り返し
になりますが、我慢してお聞きください。
ロータリーには二つの奉仕理念があり、１つは自分の
事業や業界のモラルを高めていこうという職業奉仕の
理念で、「最もよく奉仕する者最も多く報いられる」とい
う第２のモットーとして知られています。もう１つは社会
的・人道的奉仕活動の理念で、「超我の奉仕」という第１
のモットーとして知られています。この2つの奉仕理念は
当初は一体のものと受け取られていました。しかし、Ｒ
Ｉの世界の流れが変わりつつあることは前回の職業奉
仕委員長退任の挨拶でも申し上げましたが、何度でも
申します、お聞きください。
最近では奉仕理念・モットーとは「超我の奉仕」、即ち
社会的・人道的奉仕活動の第１のモットーだけを言うよ
うになり、職業奉仕の理念が軽視されています。しかし、
日本のロータリーには職業奉仕の理念も重視する伝統
があります。2008年ＲＩ理事の渡辺好政氏は講演
「ロータリーにおける職業奉仕の重要性について」の中
で「ロータリーの樹」の2つのモットーはコインの表裏の

コロナの影響は大人だけでなく、子どもたちの活動に
もかなり制限をかけています。
前田中委員長からの引き継ぎにもありましたように、
楽しいことを企画してほしいとのことでしたので、グラウ
ンドを貸切など工夫をして、ソフトボール大会やミニ運
動会など感染対策をしてできることを考えていきたいと
思います。
１年間よろしくお願いします。

職業奉仕担当理事　 菊井　康夫

会長エレクト 津野　友邦

須田　幸史朗
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（3ページより）

本日のロータリーソング

担当：山崎会員

今年度の国際奉仕委員会の活動予定は今のところ
計画はありません。
海外提携クラブである台湾華朋RCの国際奉仕活動

となるべく、鶴見RCの国内奉仕活動へご協力して頂け
ないか？華朋RCに働きかけをしてみたいと考えており
ます。

基本的には周年事業を担当する部門と承知しており
ますが、5年ごとの周年事業のちょうど端境期に当たり、
コロナがまだ収まらずの状況にもあり、具体案の着手に
は難しいと思われます。今後も感染症の流行はじめ、地
震や気候変動による大災害も５～7年周期で起こると
もいわれておりますので長期的な活動について検討で
きればと考えております。

昨年から引き続き社会奉仕委員長に就任しました広
瀬です。
当委員会で新しい企画を考えていますが、昨年より

コロナでイベントが中止になったりでなかなかアイデ
アが浮かびません。
今、唯一さつまいもスクールだけ実施していますが、
今年の鶴見区民まつりも中止になり、アイデアを募集し
ています。
皆さんのご意見を参考にして活動していきたいで

す。

国際奉仕担当理事　 吉羽　潤司

長期計画担当理事　 濃添　敬造

社会奉仕担当理事　 広瀬　芳和

関係にあるとし、その一体性、即ち職業奉仕の理念の
重要性をも強調されました。私も職業奉仕委員長として
職業奉仕の理念の重要性をも強調し、皆様にも同様の
認識を持っていただきたいと思います。
今回の新コロナ禍により社会的・人道的奉仕活動が
制約される中、鶴見ロータリーの皆様には、この期間に
じっくりと職業奉仕を学び身につけていただく「自分づ
くり」のために研鑽と努力を重ねていただきたいと思い
ます。そして、新コロナ禍の期間が明けたその時には、
「内なる人づくり」から「外なる人づくり」へと飛躍してい
ただきたいと思います。 7月6日【1716回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除 11名）
出席会員   15名中  11名
（内オンライン参加   0名）
出席免除会員  11名中  6名
（内オンライン参加  0名）
休止会員　　　   2名 
出 席 率 17/21  80.95%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 17名

前々回  6/22  Ｍ/Ｕ 2名

修正出席率 24/31 88.89%


