
 

 

  
国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第2780地区地区地区地区 

第６グループＩＭ第６グループＩＭ第６グループＩＭ第６グループＩＭ     

        於：海老名オークラフロンティアホテル於：海老名オークラフロンティアホテル於：海老名オークラフロンティアホテル於：海老名オークラフロンティアホテル    

 

《２月９日（日）》《２月９日（日）》《２月９日（日）》《２月９日（日）》 

参加者：中野会長、小島幹事、西村会長エレクト、藤川参加者：中野会長、小島幹事、西村会長エレクト、藤川参加者：中野会長、小島幹事、西村会長エレクト、藤川参加者：中野会長、小島幹事、西村会長エレクト、藤川

孝幸会員、原田孝一会員、小澤俊通会員、山崎隆夫会員、孝幸会員、原田孝一会員、小澤俊通会員、山崎隆夫会員、孝幸会員、原田孝一会員、小澤俊通会員、山崎隆夫会員、孝幸会員、原田孝一会員、小澤俊通会員、山崎隆夫会員、

西厚夫会員、佐々木尚壽会員、城所敏之会員、鈴木八四西厚夫会員、佐々木尚壽会員、城所敏之会員、鈴木八四西厚夫会員、佐々木尚壽会員、城所敏之会員、鈴木八四西厚夫会員、佐々木尚壽会員、城所敏之会員、鈴木八四

郎会員、山本道子会員郎会員、山本道子会員郎会員、山本道子会員郎会員、山本道子会員 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

2 月１９日月１９日月１９日月１９日    第第第第1743 回例会回例会回例会回例会 

◆ クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム    ――――ＩＭ報告ＩＭ報告ＩＭ報告ＩＭ報告－－－－ 

                 《《《《    会会会会    長長長長    報報報報    告告告告    》》》》 

○ ガバナー事務所 より 

・ 地区協議会のご案内 

 ４月２０日（日） 東海大学 湘南キャンパス  

          １３：００点鐘 

・ インターアクト委員会より 

 ２／１５ 委員会・合同会議 雪の為中止となり、振替日程

の調整がつかず 本年度の合同会議は終了となりました 

・ インターアクト通信 ２月号 

○ ロータリーの友事務所 より 

・ ２０１４－２０１５年度ロータリー手帳お買い上げのお願い 

○ 米山記念奨学会 より 

・ ハイライトよねやま １６７号 が届いております。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   《《《《  幹幹幹幹  事事事事  報報報報  告告告告  》》》》 

○ 例会変更 

・座間ＲＣ ２月２６日（水）→ 夜間例会 

      １８：３０点鐘 於：懐石料理 「橙」   

・寒川ＲＣ  ３月１０日(月)  → 移動例会(新会員歓迎会並び

に退会会員送別会 １８:００点鐘 於:さむかわ商工倶楽部 

             ビジター費:３,０００円 

１７日(月)  → 休会(クラブ定款による) 

３１日(月)  → ３０日(日) 親睦家族移動例会 

｢スカイツリーと浅草散策花見例会｣ 

１２:００点鐘 於:浅草ビューホテル 

・厚木ＲＣ 

３月４日（火）→ 創立記念夜間例会 

１８：００点鐘 於：セルバジーナ   

○ 週報 

・ 厚木ＲＣ        が届いております。 

            《《《《    会長報告会長報告会長報告会長報告    その２その２その２その２    》》》》     

             

２月１日、厚木市文化会館で行われた市制記念市民功労表

彰で、厚木中ＲＣが表彰されました。これが、賞状です。  

 

奉仕委員会の委員とともに。 

国際ロータリー第２７８０地区 第６グループ 

厚 木中 ロー タリ ーク ラブ 週報厚 木中 ロー タリ ーク ラブ 週報厚 木中 ロー タリ ーク ラブ 週報厚 木中 ロー タリ ーク ラブ 週報    
2013－2014 第１７４２・１７４３回 ２月９・１９日号合併号    

会長：中野正義会長：中野正義会長：中野正義会長：中野正義                幹事：小島條太郎幹事：小島條太郎幹事：小島條太郎幹事：小島條太郎 

事務局：厚木市栄町事務局：厚木市栄町事務局：厚木市栄町事務局：厚木市栄町1－－－－16－－－－15    厚木商工会議所２厚木商工会議所２厚木商工会議所２厚木商工会議所２F    例会場：レンブラントホテル厚木例会場：レンブラントホテル厚木例会場：レンブラントホテル厚木例会場：レンブラントホテル厚木 

TEL ０46-222-5811 FAX 046-222-5821 



            《《《《    会会会会    員員員員    誕誕誕誕    生生生生    》》》》 

      

                                    飯田久夫会員飯田久夫会員飯田久夫会員飯田久夫会員    祝祝祝祝84歳歳歳歳!! 

     

                                        城所敏之会員城所敏之会員城所敏之会員城所敏之会員    祝祝祝祝    還暦還暦還暦還暦!! 

     

                                    山口昇会員山口昇会員山口昇会員山口昇会員    祝祝祝祝    入会入会入会入会3回目の誕生日回目の誕生日回目の誕生日回目の誕生日!! 

                            《《《《    スススス    ママママ    イイイイ    ルルルル    》》》》 

【中野会長・齊藤副会長・西村会長エレクト・小島幹

事・笹生副幹事】…２週続けての大雪に大変な思いを

された方々もおありと推察致します。今後もめげずに

残雪の処理にガンバッテ下さい。 また、先日のＩＭ

には多数のメンバーの出席ありがとございました。残

り４か月を無事乗り切れるよう皆様のご協力をよろ

しくお願い致します。 

【城所敏之会員】…本日は誕生日祝いをありがとうご

ざいます。 今後とも宜しくお願い致します。 

【有志一同】…城所さん、還暦おめでとうございます。

「赤いバラ」と「赤いちゃんちゃんこ」が似合います

ヨ!! いつまでもお元気で…。（計１３人の隠匿好きな

方々でした） 

【飯田久夫会員】…私の誕生日と妻の誕生日のお祝い

のお礼。 私の年男の内祝い。日頃の山崎さんからの

写真のお礼。そして厚木の大雪のお見舞い、まとめて

スマイルします。 

【山本道子会員】…飯田久夫さま、お誕生日おめでと

うございます。ますます・・・・・下さい。 山口ノ

ボル様、城所トシユキ様、ハッピーバースデイ!!! い

つもお世話さまです。 

 

【加藤元英会員・鈴木八四郎会員・内田清会員】…飯

田さん、お誕生日おめでとうございます。これからも

ご指導ください。 

【陶山正人会員】…妻への誕生日プレゼント、ありが

とうございました。大変喜んでくれました。 

【笹生正人会員】…妻の誕生日にすばらしい花束をあ

りがとうございました。 

【原田孝一会員】…山崎さん、クリスマス例会のＤＶ

Ｄありがとうございます。家で、ゆっくり見させてい

ただきます。 

【山口光正会員】…２月22日は妻の誕生日です。花

束はまだですが、先にスマイルします。 

【小島條太郎会員】…思いもかけず、花束をいただき、

涙がでるほどうれしいです。ありがとうございます。 

【内田清会員】…本日は所用のため早退致します。 

   

      《ＩＭ報告》《ＩＭ報告》《ＩＭ報告》《ＩＭ報告》                           

      

「「「「いよいよ来年は当クラブがホストだいよいよ来年は当クラブがホストだいよいよ来年は当クラブがホストだいよいよ来年は当クラブがホストだ」」」」 

                                                    会長会長会長会長    中野正義中野正義中野正義中野正義 

 去る、2月9日国際ロータリー第2780地区第6グ

ループ佐々木和夫ガバナー補佐を中心に大和中ロー

タリークラブのホストによりオークラフロンティア

ホテル海老名にて盛大に開催された。第6グループ全

員登録としてのインターシティーミーティングは

329 人が対象となるが出席者は 176 名で 53.5%と低

い。ちなみに懇親会参加は51.67%であった。この数

はＩＭ出席会員の連絡表の数値、実際は大雪の翌日の

ためさらに低かったと思う。次年度開催に当たっては

天候の事、その他の事も十分考慮して日程の決定や会

場の確保に努めなければならないと感じた。 

 第 6 グループ 4市の 9 クラブが集うこの貴重な場

をもっと意識を高める必要性を感じる。さりとて大会

全体の内容はとっても良かったし、ホストクラブのこ

れまでのご準備とご努力に敬意を表したい。特別講演

の二宮清純氏のご講演は評価が高く学ぶことが多か

った。討論会についてはもっとロータリーとしてのリ

ーダーシップ論を語るべき場にしてほしかった。懇親

会は県立大和西高校の吹奏楽部ＯＢ・ＯＧであったが

アンコールに沸いた。 

 さて、2015 年は当クラブがホスト役を務めること



に決定した。今回のＩＭ、2006 年にホストした経験

も踏まえ、来年度の国際ロータリーのテーマ「ロータ

リーに輝きを」を意識しながら西村年度には二宮先生

が語られた準備力その延長に勝利がある。準備なくし

て勝利なし。準備なき者には偶然すらほほえまない。

準備を尽くして天命をつかむなどの教えを充分に心

してより充実した意義のあるＩＭの開催となります

よう、皆様の英知を振り絞って望みたいものです。 

ご参加ご協力頂きました皆様に感謝して会長として

の感想と致します。 

★ IM に出席してに出席してに出席してに出席して 

     

        

        

                              

               佐々木佐々木佐々木佐々木    尚壽会員尚壽会員尚壽会員尚壽会員 

 どこまで会員に浸透したかは別として、今日のクラ

ブに重要な奉仕プロジェクトに対する長期計画の認

識を主にリーダーシップ論を展開した事は的を得て

いる。本来 IMはガバナー補佐主導の会合で当然です

が、今年度は特にガバナー補佐の主旨が充分感じ取れ

た IMだったと思います。二宮清純氏の講演も印象に

残るインパクトの有る良い話しだった。 

                 
                城所城所城所城所    敏之会員敏之会員敏之会員敏之会員 

今回の討論会コンセプトは、ロータリーの復活、再生、

活性であったが、これはとりもなおさずロータリーの

現状がこの三項の必要性にせまられていることを意

味している。つまり、衰退、停滞しマンネリ化してい

ることへの提言である。今こそロータリーの原点と本

質を真剣に考え見直す時であると思う。その点では来

年の IＭに良きヒントを得たと思う。 

                               

                 小澤俊通会員小澤俊通会員小澤俊通会員小澤俊通会員 

 二宮清純氏の講演から、印象に残った言葉は次の通

りです。 「人事を尽くして天命を待つ」では真の勝

利者になれない。「人事を尽くして天命をもぎとる」

でなければならない。例えばソウルオリンピックの背

泳ぎで金メダルを取った鈴木大地選手は指の爪を伸

ばし、爪の差でも勝つという意欲を持っていたのであ

る。スポーツの世界で一番を取る厳しさを知ることが

出来ました。その後の討論会では、ガバナー補佐の人

柄も知る良い機会になりました。 

                           

                 山崎隆夫会員山崎隆夫会員山崎隆夫会員山崎隆夫会員 

 地区のロータリアン全員参加の IM に参加して一

日を有意義に過ごすことが出来て楽しかった。 特に

スポーツ・ジャーナリスト二宮清純さんの「勝者の思

考法～名将・名選手から学ぶ～」では女子マラソン金

メダリスト、国民栄誉賞に輝く高橋 Q ちゃんを例に

練習時 30KM 地点でのスパートを何回も練習し優勝

を勝ち取った事、 そして 今年のソチ・オリンピッ

クで羽生結弦さん19歳がNHKの報道によると四回

転ジャンプを一回の練習に60回も跳び勝利をつかん

だことを考え合わせると講演を「準備なき者には偶然

さえ微笑まず」の言葉で結び大変好かった。 

                             

                 西村弘司会員西村弘司会員西村弘司会員西村弘司会員 

 IMについては、既に皆さんがお話をされ私が話を

することは特にございません。しかしながら、次年度

は当クラブがホストを務めなければなりません。 

今回の IMで感じたことは、Ⅲ部の討論会で次年度ガ

バナー補佐を含め歴代ガバナー補佐が５人もお話を

され、ディスカッションの時間が少なかったと思いま

す。Ⅱ部の特別講演で二宮清純氏がお話をされたよう

に [勝者の思考法=準備力] 磯部次年度ガバナー補

佐の考えの基、しっかりとした準備をして次年度 IM

を盛り上げたいと思います。ご協力をよろしくお願い

いたします。 
☆☆☆☆ＩＭ出席者からのコメントは原稿ＩＭ出席者からのコメントは原稿ＩＭ出席者からのコメントは原稿ＩＭ出席者からのコメントは原稿を下さった分のみ掲載を下さった分のみ掲載を下さった分のみ掲載を下さった分のみ掲載

しています。あしからず。しています。あしからず。しています。あしからず。しています。あしからず。 

…人には添うてみよ。馬には乗ってみよ。ＲＣにも入

会してみよ。ＩＭにも出席してみよ。地区大会にも参

加してみよ。国際大会にも出てみよ。そんな人生、は

や◎十年。ＲＣもかれこれ13年余。日々感謝です。

「子曰く、君子は和して同ぜず」 今日の日捲りカレ

ンダーより。（や） 



 

 

    

 

 

 
 

 

                                                 

 

 


