2019-2020 年度

第 2624 回例会
令和元年 11 月 20 日 (水) 晴れ

RI 会長／マーク・ダニエル・マローニー
地区ガバナー／杉岡 芳樹（相模原 RC）
会長／東井 重和
幹事／𡈽屋 修
会報委員長／大澤 守門

会長あいさつ

点鐘

東井 重和会長

ロータリーソング

我らの生業
四つのテスト 村上一秋会員

司会進行

築城 忠生

お客様

二階 正様／パンドワスヌワラRC 名誉会員

会長エレクト

龍屋物産株式会社会長

2019-2020 年度／東井 重和会長
先日の、ふれあい授業と日展見学参のご報告をいたしす。
ふれあい授業について、お知らせしておりますロータリア
ンの講師のほか５名の参加で行われ東社会奉仕委員長のも
と学校側からの大きなご便宜もいただき非常にスムーズに
行えたと存じております。今年で 18 回目を迎えました
が、依然学校側からの依頼も年々強くなっていると感じて
おり、今回ほとんどの講師がロータリアンかそれに関係す
る方たちでしたが、生徒・先生・講師含め相互に高い意識
を持てたのではないかと感じております。ご協力いただい
た皆様ありがとうございました。
日展見学については８名の会員と生徒・先生含め総勢 37
名で行ってまいりました。生徒もみな活発的で、休憩時間
も休まずどん欲に見学されていた方もいらっしゃいまし
た。見学だけの事業だったので少々心配な部分もございま
したが、間違えなく生徒達の気持ちに新たな目線が出来た
と存じております。
詳細は、東社会奉仕委員長と日展見学については貝原青少
年奉仕委員長と今回大きな尽力をいただいた村山会員に報
告をお願いしたいと思っております。また、２つの事業と
もタウンニュースの取材を受けております。掲載の是非は
まだわかりませんが、我々の活動が周知され色々と良いこ
とにつながっていければと思っております。
続きまして 12 月 18 日クリスマス例会についてですが、
昨年の今頃から天野親睦委員長と打合せを重ね、沢山の会
員の方に楽しんでいただきたいという考えから駅近くで気
楽に来られる会をお願いいたしました。北口の空での開催
となりますが、皆様のご参加お待ちしております。楽しん
でいただければと思っております。
最後になりますが、皆様にはたくさんのご協力すでにいた
だいておりますが会員増強と財団・米山のご寄付のご協力
を是非宜しくお願いいたします。増強も少し私自身おろそ
かになっていたことは否めませんが、何とか目標の５人あ
と４名の増強のご協力を重ねてお願いいたします。
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卓話：村山恵子
卓話：村上一秋
クラブ年次総会
クリスマス例会
特別休会

幹事報告
★例会変更のお知らせ
秦野中 RC
12 月 13 日(金) → 12 月 15 日(日)
家族親睦クリスマス会へ振替
点鐘：18 時 00 分
場所：いこいの村足柄
12 月 27 日(金) → 移動例会
点鐘：12 時 30 分
場所：北京館

お客様ご挨拶
二階 正様／龍屋物産株式会社会長
多田の通夜から葬儀にかけまして、
皆様には温かいお見送りをいただき、
本当にありがとうございました。
こんなに友情を深めていただきまして、多田もさぞや満足し
ていることと思います。また、長男が当社へ入社しております
ので、訓練を積み上げまして、また皆様の会に参加させていた
だければ幸いと思っております。今後ともお見守りください
ますようお願い申し上げます。

スマイル報告

濵尾ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／松下孝君／飯田隆三君／堂前慶之君／東学君／外谷正人君／濵尾ゆかり君
[お客様]

[会員誕生祝い]

二階正君

濵尾ゆかり君

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

仙波史生君

大垣真一君

配偶者誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。喧嘩もし
ますが仲良くやってます。

[創立記念祝い]

田中徹君

結婚記念のお祝いありがとうご
ざいます。結婚して 13 年になり
ましたが、いまだにテールランプ
を 5 回点滅させています(笑)
ア・イ・シ・テ・ル のサイン！

結婚して 4 年が経ちました。
妻と
娘と楽しく暮らしております。末
長く一緒に過ごしたいと私は思
っています。事務所に戻って他の
方の離婚の封状を作成します。

創立記念日を祝っていただき、あ
りがとうございます。
二階さんようこそお越しくださ
いました。

秋山哲也／ 出席・プログラム委員長

出席報告
出席計算に用いた数

58

秋山哲也君

会員誕生日を祝っていただき、あ
りがとうございます。

本日はどうぞよろしくお願いい
たします。

会員数

[配偶者誕生祝い]

56

出席者数

38

出席率(％)

67.85

前々回修正出席率(％)

MAKE UP

なし

濵尾ゆかり君→地区公共イメージ委員会
＜公共イメージ・奉仕プロジェクト合同セミナー＞
外谷君・礒﨑君・大澤君・濵尾君
＜ふれあい授業＞
東井君・𡈽屋君 他 11 名
＜日展見学ツアー＞
東井君・𡈽屋君 他 6 名

委員会報告
＜外谷正人/財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 10 口 財団寄付がございました。ありがとうございます。
＜仙波史生/米山奨学委員長＞
[国際交流会]
参加 6 名の方、11 月 24 日(日) 仙波事務所 12:30 集合。景品 1 品ご持参ください。
＜東学/社会奉仕プロジェクト委員長＞
[ふれあい授業]
講師ご協力いただきました講師の皆様ありがとうございました。12 月 19 日(木) 反省会を行います。
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
[クリスマス例会]
12 月 18 日(水) 18:45～ 天 (伊勢原駅北口市営駐車場前) １人一品 5,000 円相当のプレゼント用意(会費無し)
出欠返信：12/4(水)迄
プレゼント事前用意：12/11(水)迄 天野親睦委員長までお渡しください。
＜貝原剛規/青少年奉仕委員長＞
[日展見学ツアー]
無事終了いたしました。皆様ご協力ありがとうございました。
＜松下孝/ダンス実行委員長＞
[ダンスフェスティバル]
3 月 20 日(金)ダンスフェスティバルの打ち合わせをいたしますので、関係者の方は本日例会後お残りください。

卓

話

東 学君／ロータリー6 年間の学び

こんにちは、東でございます。本日、卓話のお時間を頂きました。
現在、入会、丸６年が終わり 7 年目に入りました。今回はロータリー６年間で学んだことの話と昨年のマイロータリー卓話よ
り新会員の方が入会されていますので、マイロータリーの登録、またマイロータリーの活用について、そして本年も青少年奉
仕事業としてダンス大会があり、そこでの役として総務委員長をさせて頂きますのでダンス大会について話をさせて頂きます。
まず、職業は、分類で言いますと板金金属加工となっています。
高速道路上にあります電光掲示板や制御盤などの外板を製作しています。東井さんとは法人会の青年部会に誘われ一緒に小学
生向けの租税教育活動をしていました。
私の入会年度は松下会長年度の 6 月でして、その年度は入会式のみの出席でした。
その後すぐに、多田会長年度が始まり、1 年目の出席率は 5 割ぐらいだったと思います。
初のメイクでは秦野中さんで何も解らずメイク代も渡さずスマイルもせず、ただ単にお昼ご飯を頂いて帰ってきた事もありま
した。
小泉会長年度、だいたい 8 割ぐらいの出席率でなんとなく例会に出席して、まだまだロータリーの事はよく分かっていません
でした（当時はスマイル副委員長）
。状況が激変しますのが小泉年度の終盤です。この頃から怒涛のスパルタ教育、1000 本ノ
ック、が始まります。
まず 2 年後の井戸川年度の幹事のお話を頂き、2 年後に幹事になるなら地区に行って勉強してきたほうがいいよと言われ、地
区に出向し、3 年目で最初の委員長（スマイル委員長）に就任（副委員長からの自動昇進）となりました。
新会員の集いに出席し 3 日後に地区委員会に出席と言う事もありました。
新会員の集いではテーブルで一緒になったガバナー補佐や地区役員の方々に色々教わりましたが、１番心に残っているのは、
ロータリークラブでやりたい事があったらまず、先輩に話をしてみなさいと言う事でした。ロータリーで出来る事、やるべき
事の判断が自分では解らなかったら先輩方が判断してくれる、その中で自分の想いが実現できると言う事でした。自分は 6 年
間勉強させて頂きましたがロータリーを通じてやりたい事がまだ解りません。
先日、中学生の日展見学会事業がございました。事業の評価はこれからなされると思いますが、村山会員が中学生たちを日展
に連れて行きたいという想いをクラブの事業として実現されたのはロータリアンとしてロータリー活動を実践されて立派だと
思いました。
仲西会長年度がスタートしスマイル委員長でしたが最初スマイルは何のために集めるのかも解らない状況でした。しかしスマ
イル報告は毎回ありますのでその結果、出席は皆勤となりました。
4 年目、村上会長年度、会員増強・会員維持委員会。地区クラブ管理運営委員会では外部卓話者リストの作成・新会員の集い準
備などを行い、井戸川年度に向けて財団補助金申請の準備がありました。
補助金申請でのプレゼンテーションでは地区役員の方々の顔を知っていましたので、地区の委員として出向していたのがよか
ったと思います。
5 年目、井戸川会長年度、幹事をさせてもらいましたが、色々な事がありすぎて話ししきれませんが、今思えば５年で６０人の
クラブの幹事は早かったと思います。回りの方に助けられて何とか出来たと思います。地区クラブ管理運営委員会委員をしな
がら、学童部の子供達を台湾に連れて行き、例会場の引越し、市内 3 クラブでは主管クラブの年度でした。かなりの時間を費
やし悩みながら過ごし大変な思いもしましたけども、そのおかげで今があるとも思っています。
次に、マイロータリーの話です。今後、会長・幹事をされる方はマイロータリーの活用が必要になります。年度の目標やクラブ
の状況を打ち込まなければいけません。また、まだ登録がお済でない方はこちらのアカウントの登録からお願いします。その
際、クラブで国際ロータリーに登録されているアルファベットのスペルを再度確認してください。
活用としては様々な項目が掲載されていますので、まずはご自分でマイロータリーをご覧いて自身の疑問を探っていただきた
いと思います。
最後に、青少年奉仕ダンス大会ですが、本年度はフィナーレセレモニーでロータリアンも参加者と一緒に踊ろうと松下実行委
員長が提案されています。曲は「パプリカ」です。
6 年間、勉強させてもらいロータリーについてここまで話すことが出来るようになりました。
多くの学びの時間を頂きましてありがとうございます。

