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SAA 担当  小澤副 SAA 

＝ 本日のプログラム ＝ 

〇卓話例会(クラブ管理運営委員会) 

ロータリーの友 地区代表

中村辰雄 会員 (相模原南 RC) 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

このところ気温が急に下がり、体調を崩し易いかと

思いますし、インフルエンザも流行っているので皆さ

ん健康管理には十分お気を付け下さい。 

先日来、北海道の地震の影響をどこのメーカーさん 

も生乳が間に合わず製造に苦労されており、私共でも

荷物が送れ、関東のスーパーさんには届かず、北海道

へ送る方も停電等で中々届かないという状況です。早 

 

 

く戻って欲しいなというところです。 

○ガバナー事務所 より

・社会・国際奉仕セミナー開催のご案内

2018 年 11 月 10 日（土）13:00～16:00

 アイクロス湘南 

○厚木市社会福祉協議会 より

・社協あつぎ

○国際ソロプチミスト厚木 より

・第 43 回チャリティーパーティーのご案内

━ 幹事報告 ━ 

厚木商業 IAC…エンドポリオのための募金を高校のバ

ザーで募りますので、会員の皆様に 3,000 円程度の

より早速１０個ほどの商品を提供して頂きました。

IACter の諸君もやる気になってますのだ、皆さんも２

６日例会までに是非お持ち寄り下さい。 

○例会変更 より

・厚木中ＲＣ

9月19日（水）→休会（祝日）

 10月10日（水）→10月14日（日）地区大会に振替 
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10月31日(水)→休会(定款第８条第１節により) 

・海老名欅ＲＣ

9月20日(木)→移動例会(海老名・海老名欅２クラ

ブ合同例会)18:00点鐘 ミネボール綾瀬 

9月27日(木)→休会(クラブ定款により) 

10月4日(木)→移動例会（米山梅吉記念館訪問） 

10月11日(木)→10月14日(日)地区大会に振替 

10月25日(木)→休会(クラブ定款により) 

・厚木県央ＲＣ

10月12日(金)→10月14日(日)地区大会に振替

10月１9日(金)→休会(祝日週)

10月26日(金)→チャーターナイト記念例会

  点鍾18：30厚木ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ 

━ お祝い行事 ━ 

【会員誕生】 

7 日…山口光正会員   17 日…竹内会員 

21日…藤川会員 

【結婚記念日】 

19 日…西会員 

━ スマイル ━ 

   担当・池本スマイル委員 

・マーケットが非常に大変な事になっている。トラン

プさんと中国の選挙前だけの話しなのか、中国にアメ

リカが経済で負けて行くのを止めるためにこれから

ずっとやって行くのかチョット掴みにくい状況の話

しですが、相当圧力を掛けており、2000 億ドル相当

への課税と残り 2600 億ドルに対しても課税すると

いう話を仕掛けてますので、世界の経済がこれからど

うなるのかというようなところまで織り込められて

おりますので、そろそろ相場自体も底を着いてくるの

ではと私としては思っている状況ではあります。 

☆お客様のスマイル

【中村辰雄(相模原南 RC】 

7 月初旬、笹生会長よ

りご連絡戴き「ロータリ

ーの友」卓話に参りまし

た。よろしくお願い致し

ます。 

☆当クラブ会員のスマイル

【笹生会長・西副会長・山口昇会長ｴﾚｸﾄ・五十嵐幹事・

石川副幹事】 

中村辰雄様、ようこそ我がロータリーに、卓話を宜

しくお願いします。藤川さん、竹内さん、山口光正さ

んお誕生日おめでとうございます。 

【中野正義 AG】 

ロータリーの友地区代表の中村辰雄様ようこそ。本

日の卓話よろしくお願い致します。 

【和田吉二会員】 

ロータリーの友、地区代表中村様、卓話ご苦労様で

す。宜しくお願い致します。 

山崎さん、写真をありがとうございます。 

【山口昇会員】 

先日、地区ゴルフコンペに当クラブから一人で参加

してきました。開催場所は、レイクウッド GC で参加

者は 197 名、厚木県央クラブの中和君が 77 でまわ

り、ベスグロでした。ちなみに私は 169 位で、(スコ

アは言えませんが。)散々な結果でした。藤沢 RC のメ

ンバーと回り、いろいろと勉強になりました。

【渡邉・三平・佐々木会員】 

 藤川さん、誕生日おめでとうございます。おじいち

ゃんになったお気持ちはどうですか? 

【藤川会員】 

 誕生祝いをありがとうございます。これからも元気

に頑張りますので、宜しくお願い致します。 

 先輩じ～じからも可愛いとは聞いてましたが、“初

孫”ヤバいです!!!   
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【山口光正会員】 

 誕生祝い有りがとうございます。 

【竹内会員】 

 今日は誕生日祝いの花束を頂き、ありがとうござい

ます。 

━ 卓話 ━ 

・ロータリーの友 地区代表 中村辰雄 会員 

 ６月中旬過ぎに大谷直前ガ

バナーと脇ガバナーに突然依

頼され、急遽ピンチヒッターで

地区代表とならざるを得ない

状態となりお引き受けしまし

た。また、笹生会長から卓話を依頼され、本日お話し

することとなりました。 

私は北秋田郡阿仁で生まれました。そこは日本のマ

タギの里といわれ熊射ちをするところで、そこの山間

で育ったのでなまりがあってお聞き辛いと思います

が、このような方言で喋らさせて頂きますので、宜し

くお願い致します。私のロータリーへの思いは原稿を

出せと言われ、今月のガバナー月信の中に書いてあり

ますので、表の上っ面はこれで解かると思います。私

は他の地区のロータリーの友の地区代表とはちょっ

と違い、与えられたパワーポイント(友の表紙、原稿の

規定、広告内容の説明)を使わず、私製のパワーポイン

ト(友の手引書の抜粋、ロータリーゆかりの所)の話し

をさせて頂きます。ロータリーを語るには1905年の

創立当時の世界の様子、1920年の日本ロータリーが

創立した時に日本がどうだったのか、その時世界はど

うだったのかという歴史の起源を知らないのでは、ロ

ータリアンが傷口に絆創膏を貼っているようだと感

じていましたので、現地に行って写真を撮り、その写

真をもとにお話ししようかなと思って持って参りま

した。今月の友には貴クラブの親クラブの厚木RCが

ロータリーアットワークにメジャーリーガー云々と

いう小さい記事を載せています。それと1ヵ月間で約

31,000人の会員が減少しているが、原因が分からな

いので、ロータリーの友事務局の方へ質問してありま

す。地区代表となると友を熟読し、その感想をA41枚

で毎月出さなければならないので、以前は好きなとこ

ろの拾い読みでしたが、今は隅から隅まで熟読してい

ます。それ以外に皆様から当地区の情報を頂いて、友

へ寄稿するという役目もあります。この委員を受ける

前に５月にたまたまアメリカの東海岸を旅行し、ボス

トン、ポーツマスからニューヨークと行って参りまし

た。また、去年もアトランタ国際大会で２年連続でア

メリカへ行って参りましたので、その時に撮ってきた

写真でございます。 

今月はロータリーの友月間です。肝心なのは各クラ

ブの活動計画のアイデア、新会員の勧誘、ロータリー

への情熱の喚起をするためにこの月間を設けている

という日本独特の月間です。それと、この友はRI及び

世界の業況を世界に32誌ありますが、私の地区代表

委員としての責務はこの友に関するガバナーの代理

という任務を負っております。要は、RIと日本の全ロ

ータリーが同じ情報を共有するという事も一つの目

的となっております。ロータリーの情報誌は最初、関

東・関西２つの地区に分かれていたが、それを一つに

共有しようという事で、この友が出来ました。友の編

集方針は『ロータリー章典』に定められた目的を推進

するために友はある。友の発行の目的は、ロータリー

情報を掲載することによりロータリー精神の養成、ロ

ータリー活動の発展に寄与することにある。 

ここから、私なりに創作した説明をします。 

・交換留学生 三橋さん(８月からドイツ ミュンヘン

へ、厚木市恩名出身、語学留学生トップ 3) 

・中村さんが担当・寄稿した記事の紹介 

① 米山学友会主催 

『江の島海岸クリーンキャンペーン』 

② 私の一冊『二十一世紀に生きる君たちへ』 

司馬遼太郎著 
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③ 友愛の広場『コロンビア大学奨学生との出会い』 

(相模原中クラブ) 

④ 七夕の短冊へ『END POLIO NOW』の願いを込

めて            (相模原橋本 RC) 

・スナップ写真の説明 

① 日露講和条約締結のニューハンプシャー州ポーツ

マスを訪ねて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② アメリカ法治国家発祥の地・マサチューセッツ州

プリマス 

③ ボストン・南駅からニューヨークへアムトラック

の旅 

“今年度ロータリーの友の寄稿を宜しくお願い致

します。”               

中村辰雄 

 

 

 

 

 

 

 

  ―例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》               

日時 内   容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

9/19 休   会   

    29 名 4 名 

9/26 卓話例会・9 月度理事役員会 クラブ管理運営委員会  

10/3 クラブ協議会 会   長  出 席 率 前々回修正出席率 

10/10 休   会   

   92.59％     83.33％ 

10/13.14 地区大会 (鎌倉パークホテル・茅ヶ崎市民文化会館) ホスト・茅ヶ崎湘南 RC  
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