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《 ス マ イ ル 》
クラブ協議会
クラブ協議会 ◆地区大会報告◆

《 会 長 報 告 》
○ ガバナー事務所より

・ 地区大会のお礼

○ ＲＩ日本事務局より・ シドニー国際大会登録時の参考資料
○ ＡＭＤＡ社会開発機構より・ ニュースレター１０月号
○ ボーイスカウト湘北地区より
・ 第２２回チャリティーゴルフ大会のご案内
○ 社会福祉法人 紅梅会より・ 紅梅だより
が届いております。

【中野会長・斉藤副会長・西村会長エレクト・小島幹事・
笹生副幹事】…10 月 26・27 日の地区大会に参加ありが
とうございました。厚木３ＲＣが１台のバスで行くこと
ができました。本日はクラブ協議会。次年度理事役員選
考方法の決議です。地区大会報告もお願いします。山崎
さん、いつも写真ありがとうございます。山口光正会員、
関東管区暴力追放功労団体受賞おめでとうございます。
【矢口貢会員】…小島幹事様、いろいろ気を遣っていた
だき、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。
又、本日所用のため、早退させていただきます。
【山口光正会員】…このたび厚木警察署管内暴力団排除
推進協議会が関東管区暴力追放功労団体表彰を受賞す
ることが出来ました。今後も暴力団のいない明るい社会
を目ざして活動します。

《 地 区 大 会 報 告 》
※ 地区大会に出席の方全員に、メール、または電話で原
稿のお願いをしました。掲載は、会長、幹事以外は原稿の
到着順になっています。10 月 30 日例会欠席の方は、写真
はありません。あしからず。１１月４日の締切時間を過ぎ
た分も載せておりません。重ねて、ご了承のほど。
∞∞∞∞ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞ ∞∞∞∞

《 幹 事 報 告 》
○

例会変更 その他

・寒川ＲＣより１１月 ４日（月）→休会（祝日のため）
１１月１１日（月）→１８：００点鐘 例会後 新会員歓迎会
ビジター費 4,000 円
１１月１８日（月）→17 日（日）寒川産業まつりに振替
於：さむかわ中央公園 9：００点鐘
・大和中ＲＣより １０月３１日（木）→通常例会
（夜間例会の予定が通常例会に変更）
１１月７日（木）→夜間移動例会 東慶州ＲＣ合同例会
場所：北京飯店 点鐘：１８：３０

◆第２７８０地区、地区大会は相澤光春ガバナーの晴れ
舞台。島村吉三久ＲＩ会長代理ご夫妻をお迎えして、地
区内のロータリアンが一堂に会する機会は、本年度のメ
イン行事である。相澤光春ガバナーは、地区運営に向け
ては、
「親炙の心」を抱き、会員の皆さんと一緒に「ロ
ータリーを実践」して参りたいとの強い決意を述べ情報
交換と親睦交流の場としてその目的をしっかりと受け
止めた大会であったと思います。すべての企画立案・準
備そして実践を通じて、実り多い体験を積まれたことで
しょう。相澤ガバナーはじめふじさわ湘南ＲＣをホスト
にコ・ホストの協力を得て実現したこの大会の意義は大
変大きいと考える。
中野正義会長
中野正義会長

１１月１４日（木）→１０日（日）移動例会に振替
「地引き網」 場所：茅ヶ崎サザンビーチ
○ 週報

・ 厚木ＲＣ

○ 厚木商業高校 より

商楓展（文化祭）

【ボランティア部（インターアクトクラブ）活動報告の展示】
日付 １１月２日（土） 場所 厚木商業高校 ３階渡り廊下
が届いております。

◆地区指導者育成セミナーでは RI 理事エレクトの杉谷
卓紀氏のセミナーが印象深く心に残りました。まず、彼
はロータリークラブへの入会の動機について語りまし
た。その動機とは、18 歳の時にアメリカに留学のため
にアメリカ大使館にビザの取得のために訪問した際に

応対した係官に冷遇されたそうです。それは、その当時
日本からのお金の持ち出しが制限されており、アメリカ
にスポンサーを持っている日本の高校生「ロータリー交
換留学生」と明らかに対応に差別が存在していたことか
ら、その後ロータリークラブの存在とシステムを学び、
ロータリークラブに心惹かれ自分から自発的に 25 歳の
時に玉名 RC に入会したそうです。また、2720 地区の
ガバナーを地区の事情で二年続けて引き受けたそうで
す。杉谷氏の情熱のこもった「ロータリーを実践しよう」
の講演に心打たれたのは、私ばかりではないはずです。
続いて、歓迎晩餐会「ミニリサイタル」阿川泰子のジャ
ズとおいしいディナーに酔いしれて夜が更けるのも感
じないくらい感動いたしました。
小島條太郎幹事
◆ロータリージャパンのサイトに地区大会の目的５項
目の中に「クラブレベルを超えたロータリービジョンを
共有する」と「奉仕活動にさらに参加するようロータリ
アンの意欲を高める」との記載がある。通常、会員がロ
ータリーに接する機会は所属するクラブを通じてであ
ると思うが、より深い知識や自己啓発を望む人にとっ
て、地区大会参加は格好の場であろう。入会間もない頃、
ロータリーが国際的団体であると認識したことを思い
出した１日であった。
城所敏之会員
◆―新世代交流会、その斬新な試み―
全体会議を前
に、インターアクト、ローターアクト、交換学生等々、
新世代が一堂に会し新世代交流会が開催された。
「みん
なに豊かな人生をー理想の自分ー」をテーマに俳優の石
田純一氏による基調スピーチがあった。その後初対面同
士によりワークショップが行われた。グループ内の統一
した回答の合意を得るまでの過程において、初対面同士
であるがゆえの遠慮、自己に対する他者の評価、自己内
に渦巻くジレンマや葛藤、プライドとコンプレックス
等々、それらに自分自身が気づくことにより、自己が望
む理想の自分と現時点での自分との乖離を認識する。大
変多面的な効果をねらった、新世代にとって貴重な体験
になる交流会であったと思う。

青少年奉仕委員会」新世代奉仕委員会は今年度から『青
少年奉仕委員会』と名称が変わっていました。

笹生 誠会員
◆本年度の地区大会には２日間参加させていただきま
した。１日目の指導者育成セミナーでは、第 2720 地区
パストガバナー・ＲＩ理事エレクトの杉谷卓紀氏の講演
があり、２年連続でガバナーを務めた理由・ご苦労され
たこと又 19 歳頃アメリカ大使館でロータリアンと出会
い、自分も必ずロータリアンになろうと決意したこと
等、大変興味深い話でした。２日目の新世代交流会では、
会場設営・運営と忙しく、内容がどうであったかは良く
分かりません。反省会を開催して検証したいと思いま
す。とにかく、とっても疲れた地区大会でありました。

西村弘司会員
◆今回、地区大会に参加した事で例会に於いて点鐘から
始まる一連の意味が理解できました。また第 2780 地区
のロ－タリ－クラブの世界観を垣間見る事が出来た気
がします。
松井岳也会員
◆１年に一度のロータリー第２７８０地区のお祭りを
楽しみました。ミクロネシア連邦全権大使ジョン・フリ
ッツ氏による日本との交流２５年の歴史、４島に８言語
を持ち、日本人の血が入った人達が２割も居て６００も
の無人島を持ち地球温暖化と戦っている姿を聞きまし
た。私はこの地球環境の現実を見にミクロネシアへ行っ
て見たく感じました。ロータリーには、世界中の新世代
が大勢参加する若さと力強さを感じ大変勉強になりま
した。

原田孝一会員
◆前日とは一変し、天候は台風が去った後の晴天でし
た。米山学友ニパラット・スリタレットさんは礼儀正し
かったですね。2013 年度米山奨学生として新米山学生
が 21 名、継続学生 6 名、計 27 名。10 月は米山月間で
多くの奨学生・学友を各クラブへ卓話に派遣。今年も地
区大会においてお茶のサービスをしていました。
「地区

山崎隆夫会員

◆インターアクト、米山奨学生、ロータリー財団の、若
い人たちの活動報告がありましたが、時間が短くて残念
でした。

山口光正会員
◆地区大会には、毎年新たな感動が有り明日への活力と
して来ました。しかし今年度は何の収穫もなく一日が終
わり、少々疲れた、年のせいだろうか。いや、その年度
の特色は「記念講演」にある。ロータリアンにエネルギ
ーを与えるような人物の話を聴きたいものだ。

佐々木尚壽会員

◆私は地区大会に米山奨学生として参加しました。高校
生や奨学生の皆さんに会えて、いろいろお話しできたこ
と、とっても嬉しかったです。普段は中々、大勢の人達
との交流はないので、私は深く感動しました。お茶サー
ビスに参加しました。皆様が美味しくお召し上がりくだ
さり、その顔を見て、嬉しくて、嬉しくて他の方々にあ
いさつすることを忘れてしまいました。私は２次会に参
加しましたが、宴会ではなく「拷問」に感じました。料
理、お酒が多すぎて困りました。交流会には２００人ほ
どの仲間が集まったとの事なので成功であると感じま
した。皆さんにまたお会い出来る事を楽しみにしていま
す。
米山奨学生 バンデキ・ディズニー
◆10 月21 日湘南カントリーで開催された地区大会記念
親睦ゴルフ大会に参加した。ロータリーのゴルフ大会に
ふさわしいゴルフ場として選ばれたそうです。７人の女
性参加者全員に可愛いアレンジフラワーが贈られまし
た。ロータリーらしい、紳士的な心配り。大変うれしか
ったです。ロータリーのマーク入りのプレートがいい記
念です。また、江の島女夫まんじゅうが全員に参加賞。
その包装にもロータリーマーク。地区大会本会議は、と
ても素敵な演出でした。エレクトーンの生演奏ＢＧＭ、
、
藤沢らしさ、ロータリーらしさ満載の１日でした。基調
講演はロータリーらしさというより国際的な内容でし
た。次年度に期待します。

◆大会２日目冒頭の、物故者への黙とうを今年は格別の
感慨を以て捧げた。物故者の中に、同期の会長として波
乱の年度を、共に行動した会田明さんと大矢鳳城さんの
名があり、名は残っていないが、紛れもないロータリア
ン和田稔さんの顔が目に浮かんだからである。
飯田久夫会員
山本道子会員
山本道子会員
◆地区大会は、高齢者表彰が終わった後、退席したので、
大会に参加しての感想はありません。強いて言えば、大
会の進行が非常に手際よかったことぐらいです。
柴田淳
柴田淳之助会員
之助会員
◆クラブ例会はもちろんですが、地区大会、地区協議会、
そして IM には、ロータリアンとして参加すべきだと、
毎回感じます。今回は特に 1 日目の指導者セミナーの杉
谷ガバナーのお話が印象的でした。また、田中前 RI 会
長とも名刺交換をし、少しですが、お話しもすることが
出来て、感激しました。大懇親会も格調ある楽しいもの
でした。
あの暑かった夏が遠い日のように感じるほど秋が深まっ
てきましたね。左上は相武カントリー、右上は大厚木の
桜コース、 芝刈りの最中に撮りました。来週（14 日）
は厚木３ＲＣの親睦ゴルフを本厚木ＣＣ、またご要望に
より来月（５日）は中クラブのミニコンペ。 また秋の
色を写します。
（や）

藤川孝幸会員

