
2016年2月7日、幹事として2000回記念例会を横浜
のインターコンチネンタルで行ってから100回を重
ね、今日は2100回例会です。そして、私の年度も今
日を入れてあと2回。本当に一年は早かったなーと
感じます。今年度、｢初めて｣をいろいろと経験させ
ていただきました。7/2には交換学生のNatyがメキ
シコに帰国します。昨日は日帰りで日光東照宮へ、
我々夫婦とNatyと娘と4人で行って来ました。朝早
く出かけたのですが、すごい人でした。有名な陽明
門や神厩舎の三猿の修理は終わっており、Natyはイ
ヤホンで英語の説明を聞きながら写真を撮りまくっ
ていました。お天気は小雨交じりでしたが、東照宮
の一番上の方まで行きましたので、本人も｢これで日
本の見たいところはすべて見た！｣と満足そうでした
。そのあと日光江戸村に行きましたが、東照宮に時
間をかけすぎてしまい江戸村の方は時間が足りませ

んでした。24日(日)は4時からNatyのさよならBBQを
行いますので、是非たくさんの方にお越しいただき
たいと思います。

第２１００回例会　　２０１８年６月１８日（月）雨
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例会場：寒川神社参集殿　例会日：毎週 月曜日 １８：３０
会長　金子一茂　　幹事　青木　誠　　

会報委員(第二クラブ委員会)
村松 一　 三留通男　 秋本茂雄　 井上 稔　 豊田敏樹　 石腰 亮　 山本 哲　 小澤千明　 山本和好

ロータリー：変化をもたらす

２０１７-１８年度ＲＩテーマ

会 員 数 出席計算会員数 出席会員数 暫定出席率 前々回修正出席率

３２名 ３０名 ２６名 ８６．６７％ ８６．６７％

本日欠席者 林君、下里君、橋本君、磯川君

司　会　　井上副幹事

合　唱　　それでこそロータリー

メイクアップ　【本日分】中野君、中村君(Rの泉清掃)、内野君(地区財団補助金委員会)

　　　　　　　【前回分】椎谷君、山本(哲)君、小澤君(Rの泉清掃)

会長の時間

誕生祝　島村会員(ガバナーより特製バッジ贈呈)

茅ヶ崎中央RCより

台北士林RCより

幹事報告

例会変更

週報受理



クラブ協議会｢各委員会一年間の活動報告｣
司会:金子会長
第一クラブ委員会　三澤会長エレクト

本年度第一クラブ委員会は、元気なクラブであるた
めに会員の増強を最重点課題に置き、純増3名と女
性会員の増強を目指し活動してまいりました。また
、現会員の維持にも努め会員相互の親睦を図るよう
に努めてまいりました。加えて、RI会長イアンＨ.Ｓ.
ライズリー氏のテーマ「Rotary：Making a Differ-
ence　ロータリー：変化をもたらす」を理解し、金
子会長の方針を念頭に置きながら、地域に必要とさ
れる奉仕活動を実践して公共イメージの向上を図っ
てまいりました。　活動報告：1.会員増強と維持：
昼例会後に地域を回り加入促進を行った結果、6名
の入会を得、純増4名となった。また、退会者はな
く会員維持率100％を達成した。　2.広報は対外的な
クラブのPRに努めた。｢ロータリーの友｣誌・｢ガバ

〇ハイライトよねやまvol.219
回覧

委員会報告 なし

同好会報告 なし

ナー月信｣等の活用により会員個々の知徳の高揚に少
なからず貢献することができた。　3.ロータリー情
報については、マイロータリーの登録率は上がらな
かったが、情報の収集・提供と会員相互の疎通を図
り、元気なクラブ運営の一端を担うことができた。
　4.公開講座の企画・実施　日時：2018年5月21日(
月)14:00～16:00　場所：JAさがみ寒川支店2階　総
人数：130名　講師：薬師寺　大谷徹奘氏　テーマ
：幸せの条件　奉仕の精神の理解を深めると共に、
公共イメージアップを図ることができた。
第二クラブ委員会　村松委員長

メーキャップを含めた出席率向上を目標とし、今年
度全体の出席率は94.45％となりました。スマイルに
関しては会員の皆様のご協力のおかげで974,000円
(6/18現在)を集めることが出来ました。会長幹事は
じめご協力いただいた会員の皆様に感謝いたします
。1月の担当例会時にはロータリー歴の長い4名の諸
先輩に｢RCが人生に何をもたらしたのか｣をテーマに
大変貴重なスピーチをいただくことができました。
また3月例会は、初めての試みとなりましたがくじ
引きでランダムにスピーカーを抽出させていただき
スピーチをいただきました。選出された方からは急
な指名にもかかわらず素晴らしいお話をしていただ
き、また積極的にご協力をいただけたことに感謝申
し上げます。会報に関しては、事務局と連携し正確
かつスピーディーな発行ができました。欠席した会
員にも短時間で例会の報告が出来たのではないでし
ょうか。事務局山本さんのご尽力に感謝！！各例会
においては、委員会メンバーが与えられた役割を誠
実にこなしていただけたおかげで、スムーズに進行
することが出来ました。また欠員が出た時も率先し
て他のメンバーが代役を務めることにより、会員相
互の親睦と友情を深めることもできました。この場
をお借りして一年間ご協力をいただいた委員会メン
バーに感謝申し上げます。
親睦活動委員会　入澤副委員長

◎金子会長・青木幹事
こんばんは。各委員会一年間ご苦労様でした。活動
報告、楽しみにしております。
◎秋本、石腰、石塚、井上(晋)、井上(稔)、入澤、小
澤、菊地、島村、清水、鈴木、高波、二ノ宮、三澤
、三留、村松、山本(和)、山本(哲)、吉田、若菜、各
会員

２100回スマイルボックス　合計２３,０００円

●ガバナー事務所
　～2018-19年度地区ロータリー財団セミナー開催
　案内(次年度会長･財団委員長･奉仕プロジェクト
　委員長あて)｛7/14(土)13:00～　於:アイクロス湘
　南｝
●茅ヶ崎中央RC
　～7-9月、昼例会を夜例会に変更いたします。また
　この期間はカジュアル例会と称して軽装での例会
　を励行しております
●さむかわ国際交流協会
　～｢外国人による日本語教室学習発表会｣開催案内
 ｛7/10(火)10:00～　於:寒川町民センター｝

その他



今年度会長が目指した｢クラブの充実には親睦はなく
てはならない重要な要素だ｣との思いのもと、会員や
家族の皆様が参加して良かったと思っていただける
ような、また、皆様の記憶に残るような活動を目指
し、企画・実行してまいりました。特に今年度は、
クラブ創立45周年の記念の年にあたり、式典という
形にとらわれず家族移動例会として東日本大震災の
際に我々が支援した南三陸商工会と福島県立いわき
海星高校を訪ねたことは、会員の心にずっと残る思
い出となったのでないでしょうか。併せて、佐沼RC
・いわき小名浜RCとの絆を再確認できたことも収穫
の一つとなりました。1.直前会長幹事慰労会並びに
新会員歓迎会　平成29年7月10日(月)　於：なんどき
牧場　出席者：会員25名　2.親睦家族移動例会｢杜の
賑い･東京｣鑑賞と屋形船東京湾クルーズ　平成29年
10月7日(土)　於：東京ビッグサイト･屋形船　出席
者：会員21名、家族4名、交換学生ナティ、ホスト
ファミリー澤田様ご夫妻　3.第2800地区 地区大会参
加と寒河江RCとの交流会　平成29年11月11日(土)～
13日(月)　於：寒河江市民会館　出席者：会員16名
4.クリスマス家族例会　平成29年12月22日(金)　於
：参集殿　出席者：名誉会員1名、会員27名、家族
36名、他クラブロータリアン4名、入会候補者･奥様
5名、交換学生ナティ　5.賀詞交歓会　平成30年1月
9日(火)　於：参集殿　出席者：会員27名　6.新会員
歓迎会並びに退会会員送別会　平成30年3月12日(月)
　於：プチ･パピヨン　出席者：退会会員1名、新会
員3名、会員22名　7.新会員歓迎会･退会会員送別会
並びに花見移動例会　平成30年3月31日(土)　於：
Koyo　出席者：退会会員1名、新会員3名、会員23名
8.創立45周年記念家族移動例会　平成30年5月27日(
日)～29日(火)　於：南三陸ホテル観洋　出席者：会
員17名、家族3名、交換学生ナティ、ホストファミ
リー1名
職業奉仕委員会　二ノ宮委員長

今年度、会長方針にある｢寒川らしい奉仕を行うため
に、会員相互の状況を把握し、メンバー全員で考え
る｣をテーマに委員会活動を行ってまいりました。会
員皆様のご指導を頂き、例会をはじめ事業所訪問、
青少年の健全育成など参加･体験･協力することがで
き、活動計画に添って取り組むことができました。
しかしプロジェクトを企画して自らの職業を語る･伝
えることができずに一年間を終了してしまったこと
が今後の課題として残りました。　1.職業奉仕の理
解を高める　8月28日(月)　例会にて何処でどのよう
に自らの職業を語る･伝えることができるかを話して

頂きました。　2.事業所見学　10月24日(火)　寒川
町にある河西工業(株)本社の新研究棟と屋上のソー
ラーシステムを見学しました。　3.青少年の健全育
成　11月27日(月)　寒川町内の青少年2団体(ボーイ
スカウト寒川第2団、寒川神社少年館)の皆さんに助
成金を贈呈し、活動報告をスピーチして頂きました
。　4.薬物乱用防止、有害図書追放　1年間を通じて
寒川町青少年環境浄化推進委員会に参加しました。
薬物乱用防止では寒川東中学校文化祭･寒川町産業ま
つりに参加し、有害図書追放ではJR相模線寒川駅南
口にある｢てんとうむしポスト｣を調査しました。※
広報誌4/1号に有害図書追放｢てんとうむしポスト｣
と題し、寒川ロータリークラブとしてコメントを載
せて頂きました。
国際奉仕委員会　高波委員長

今年度の反省として、私のロータリークラブへの理
解不足により適切なタイミングで委員会を開催でき
ず、もっと諸先輩方にアドバイスをいただきながら
委員会活動を行えればよかったと思っています。
2017-18年度の活動内容についてご報告致します。
1.R財団への寄付　年次寄付:4,870ドル、ポリオ寄付
:1,416ドル、産業まつりのポリオ募金寄付:194.10ド
ル(クラブとして)　2.米山記念奨学会寄付　普通寄付
金:140,000円、特別寄付金:560,000円　3.姉妹クラブ
・台北士林RCとの交流　2018年4月12日～14日、台
北士林RC創立42周年記念式典に8名で参加し交流を
深めて来ました。また、今年度は姉妹クラブ締結の
更新年でしたので、式典当日に行われた姉妹クラブ
座談会において滞りなく調印式が執り行われました。
4.姉妹クラブ・寒河江RCとの交流　寒河江RC鈴木一
作さんがガバナーを務める第2800地区の地区大会に
、会員16名と事務局の合計17名で参加しました。国
際奉仕委員会活動及びR財団･米山奨学会にみなさま
のご理解ご協力を頂き、ありがとうございました。最
後に、明後日から26日まで国際大会が行われている
カナダに行ってまいります。先に娘の留学先エドモ
ントンに寄り、ロータリアンである下宿先の大家さ
んと連絡が取れましたら木曜日の例会に出席しバナ
ーを交換してきたいと思っています。そのあと、国
際大会会場の入り口で写真を撮って帰って来ます。
社会奉仕委員会　中村委員長　代読：金子会長
今年度社会奉仕委員会は｢変化をもたらす｣を念頭に
、より地域に貢献し認知度の向上に繋がる活動をし
てまいりました。事業内容は下記の通りです。1.｢ロ
ータリーの泉｣の清掃:11/15(水)と6/15(金)の2回実施
しました。泉とせせらぎは高圧洗浄機を使用してコ



ケを落とし、周辺は掃き掃除を行いました。今年度
も高圧洗浄機はレンタルしました。　2.地域事業へ
の協力・参加:11/19(日)に寒川町産業まつりに参加し
、豚汁･ラフランスの販売を行いました。また、ポッ
プコーンを無料配布しながらポリオ募金を行い、
21,739円を財団へ寄付致しました。6/3(日)には相模
川美化キャンペーンに参加しました。　3.地区補助
金事業の取り組み:今年度も地区補助金を活用し、学
童保育会6クラブ合同ミニ運動会を8/4(金)に寒川総
合体育館で行いました。子供達には、運動会用品や
ストップウォッチ･記念品のノート等を補助し楽しい
1日を過ごす事が出来ました。　4.継続事業の検討・
推進:長期計画検討会議より急遽提案があり、一之宮
緑道に桜を10本植えました。数年後には新しい寒川
の名所になるよう、今後も植樹を継続していただき
たいと思います。会員の皆様には、1年間ご協力を
いただき大変ありがとうございました。
ゴルフ同好会　椎谷会長

お蔭様でゴルフ同好会は非常に活発に活動させてい
ただいております。このクラブにはゴルフの好きな
方がたくさん入会されたおかげです。今日次年度か
らのHC表をお配りしました。1回目にアンダーを出
すと取り切り戦の時に非常に苦しい思いをすること
になります。そのあたりを考えながらプレーしてい
ただくといいのかもしれません。次年度もたくさん
の楽しいゴルフを計画いたしますので、是非大勢の
方に参加いただきたいと思います。一年間ありがと
うございました。
旅同好会　入澤会長

春と秋には旅行をしたいと、今年も春に桜を観るツ
アーを計画しましたが、今年の桜はとても早く残念
ながらツアーが成立しませんでした。皆さんにお願
いですが、同好会会員でなくても、単発でも構いま
せんので、｢今回は行ける！｣という企画がありまし
たら、是非積極的に参加していただきたいと思いま
す。ご協力をよろしくお願いいたします。

青木幹事

金子会長より
先週クラブフォーラムさせていただいた椎野さんの
年会費納入について、本日次年度理事会で審議しま
したが、椎野さんの病状がクラブフォーラムの時点
より良い方向に変わってきました。今後抗がん剤も
放射線治療も行わないそうなので、6万円の話はせず
木村さん同様に年会費を全額納入していただけるか
、明日、椎野さんのところに現会長幹事･次会長幹事
で伺って話をしてきます。結果はまたご報告します
。定款細則諮問委員会より提案され臨時総会で承認
された｢年会費一括納入｣｢例会出席率50％｣｢会員身分
の増設(家族会員･功労会員)｣については、今年度中に
定款細則諮問委員会でまとめ次年度の委員会への申
し送り事項とし、次年度定款細則諮問委員会で細則･
内規改正に反映させるようお願いします。また、今
年度の長期計画検討会議は、見通しが立たない桜植
樹に固執せず新しい長期計画を模索する意図で立ち
上げましたが、菊地さん、石塚さんのご尽力により
一之宮緑道へのカツラの木の代替えとして桜を植え
ることを町と話し合っていただき、とりあえず今年
度は10本の植樹を完了しました。寒川RCの長期計画
事業として今後も植樹を続けていく予定です。


