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クラブ協議会
ロータリーの友紹介
お客様

委員長：三平治憲

━

会長挨拶・報告

━

笹生会長より
本日、オーストラリアからお見えのメリッサさんご家
族をご紹介させていただきます。
20年前、米山財団の交換留学生でお見えになってい
ましたメリッサさんです。お父さんのションさん、お
兄さんのアンドリューさんです。それから藤川さんの
奥様と、山崎さんの奥様。よろしくお願いいたします。
台風が毎回きて、今回も24号が上陸しまして、非常
に影響が出ました。関西のほうで荷物が止まってしま
いました。また25号が上陸する可能性がでてきまし

メリッサ・ケーン様

たので、今年は台風が多いのかなあというような状況
です。
○ガバナー事務所 より
・第53回神奈川県ロータリアン親睦テニス大会
（上野杯）のご案内
2018年11月13日（火） 湘南ローンテニスクラブ

ション・ケーン様・アンドリュー・ケーン様
藤川会員奥様（智恵美様）山崎会員奥様（清美様）

・財団室ニュース
・第 5 回インター・ローターアクト委員会/第 5 回地
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区 IAC アクラーズミーティング開催のご案内
2018年10月20日（土）

13：00～

アイクロス湘南

━

ロータリーの友紹介

━

担当：三平 会員
皆さんこんにちは。ロータリーの友の紹介ということ

・2021～22年度ガバナー・ノミニー選出の件、候補
者提案に関する告知

で、お話させていただきます。ロータリーの友10月
号をよろしければ見ていただきたいと思います。

・2019規定審議会立法案提出のお願い

今回は7ページ、歴史でつながる‐明治150年を記念

・2019-20実施年度向け

して‐という題が出ていることと思います。ご存知の

第１回地区補助金説明会及び補助金管理セミナー

通り、今年は明治150年目を迎える年ということで、

のご案内

1868年10月23日に元号が江戸から明治に変わって

・インターアクト年次大会登録のお願い
2018年11月23日（金・祝日）

150年目にあたるという、そういう年にあたっており
ます。それについて次のページから書いてございます

10：00～ 平塚学園高等学校 登録料 3,000 円

が2.3枚めくっていただきますと、大政奉還150年記

・ＲＩＤ2780 公共イメージ委員会からのお知らせ

念の記念植樹の事業というのがございます。ご存知の

END POLIO NOW オックスフォードシャツ

ように今、
「せごどん」というNHKの大河ドラマがご

・
「職業奉仕月間」卓話者派遣について（ご案内）

ざいますが、前回実は江戸城の無血開城の予定だった

○厚木市役所 より

のが、台風によって延期になりまして、少々残念だっ

・
「友好交流ニュースレター第２５号」の送付につい

たのですが、それに関連するわけではございませんが、

て

が届いております。

京都南ロータリークラブではこの150周年を記念し

━

て植樹をされたそうです。

━

幹事報告

○例会変更

‐記事‐1867年11月9日、15代将軍・徳川慶喜が

・大和ＲＣ

京都の二条城の大広間で政権返上を朝廷に申し入れ、

10月9日（火）→取止め例会（隔日週）

翌日受諾されました。この大政奉還150周年を記念し

10月16日（火）→１４日（日）

て、京都南RCは、世界遺産にもなった二条城の北側

地区大会に振替の為休会
11月13日（火）→11月10日（土）
。11日（日）
やまと産業フェアに振替の為休会

に広がる桜の庭園に、受講5ｍのソメイヨシノを2本
植栽。大変いい記念ではないかと思います。
また 13 ﾍﾟｰｼﾞには、右側に米山月間と書いてありま

１1月20日（火）→取止め例会（隔日週）

して、お二方握手されている方がいらっしゃると思い

１2月11日（火）→１2月9日（日）

ます。左側の方が皆さんご存知の方で横須賀ロータリ

交通事故撲滅大作戦に振替の為休会
１2月18日（火）→１2月１6日（日）
クリスマス家族例会に振替の為休会

ークラブの小沢一彦さんでございます。内容は小沢さ
んが米山記念賞学会の理事を長年やられてきたので
すが、ここで齊藤さん豊田ロータリークラブの方に移

・大和中ＲＣ

られたという記事でございます。時間のある方はお読

10月１8日（木）→14日（日）地区大会に振替

みいただければと思います。

11月

43ページ、これはぜひご紹介したいと思います。う

8日（木）→11月10日（土）移動例会に振替

11月１5日（木）→夜間移動例会

ちのクラブがでております。お知らせって書いてあり

・大和田園ＲＣ

ますね。ここには毎回地区クラブの会員数とかロータ

10月12日（木）→14日（日）地区大会に振替

リーの数などがでてくるんですが、新ローターアクト

が届いております。

クラブということで、厚木中ローターアクロクラブ、
今年から五十嵐幹事の努力によってまた皆様方の援
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助を受けつつ、新しくローターアクトクラブが創立さ

‐お見合いの二人を残し夏座敷－なんとなく絵が浮

れたわけでございます。ちょっと読みますと‐2780

かびますね。このような歌がうたわれてございます。

神奈川県・厚木中ロータリークラブ、結成2018年7

29ページ。これもちょっとしたコメントなんで、お

月1日、会員数：12人ということで、事務所は厚木商

もしろいなと思ったのが、左側の一番下の最後です。

工会議所、会長：竹田くん、幹事は遠藤くんというこ

こういうクラブもあるんだなあと思ったのが、ロータ

とで、これで全国区になったということではないでし

ーアットワークということで感想文の中に東京の東

ょうか。右側の表を見ますと、これもいい機会なので

村山ロータリークラブの方ですかね。－感激したのは

紹介させていただくと、2780地区今現在ロータリー

3000回例会ではなく、親、子、孫3代そろって在籍

クラブの数は67だそうでございます。
会員数は2413

していることです。親子2代はよく聞きますが、3代

名ですから、わたくしが以前10年前の記憶ですと72

はびっくり。一度訪問してみたいと思いました－

クラブありましたので、5クラブくらい減ってしまっ

ということが読者の感想として述べられていまして、

たようですね。それでも今現在67クラブが2780地区

このクラブが3代の在籍者がいるのは福山ロータリー

にあるそうでございます。

クラブだと思いますが、親と子というのは結構おりま

時間の都合もございますので、68ページ。中身の方

して、実際わたくしもそうでしたが、さすが孫まで同

は読んでいただきたいのですが、大変目を引きまして。

じロータリークラブに在籍するのは大変珍しいかな

－例会を月2回にする決断－うちのクラブの例会は月

と思いました。

━

3回ですから、例会を月2回にする決断、‐100歳以

お祝い行事

上の長老会員が理解示す‐とあります。これは大阪の

━

担当：山口光正 会員

堂島ロータリークラブでございます。なかなか歴史あ

≪結婚記念日≫

るクラブでございますが、やはり諸先輩含め、例会を

渡邊会員 10月15日

減らすことにいろいろと議論があったようでござい

≪配偶者の誕生日≫

ますが、結果として充実した2回ならいいだろうとい

出口会員の奥様（洋子様）

━

うことが書いてございます。こちらの方もお時間があ
れば読んでいただければと思います。

スマイル

10月10日

━

☆当クラブ会員のスマイル

次に57ページ。わたくしの趣味でちょっとご紹介し

【笹生 会長・西 副会長・山口昇 会長エレクト・

たいと思います。俳句です。ご存知の通り、歌の好き

五十嵐 幹事・石川 副幹事】

な方が投稿するコーナーがありまして、いまあのTBS

本日はクラブ協議会です。メリッサさん、ご家族の皆

の木曜日7時からプレバドご存知の方もいると思いま

様ようこそいらっしゃいました。藤川さん、山崎さん

す。大変人気がありまして、NHKの「ちこちゃん」と

の奥様お嬢様もありがとうございます。楽しんでいっ

同じくらいの視聴率があるそうでございます。結局1

て下さい。

つのテーマに対して俳人の夏木先生という方がいろ

【佐々木会員・藤川会員・山崎会員】

いろとゲストの方について添削してくるんですね。そ

メリッサ・ファミリー、オーストラリアからようこそ。

れが学校の添削ではなくて、大変厳しい、そういう添

日本旅行を楽しんで下さい。日本は災害がありました

削をするのがうけております。そういう中でちょっと

が、皆元気です。

いいなと思った俳句が2つほどあったのでご披露した

【飯田会員・中野会員】

いと思います。わたくしが選ぶので大したことはない

メリッサさん始めご家族の皆様、はるばるオーストラ

のですが、左側にある‐天の川はやぶさ二号ドッキン

リアからようこそ。お元気な姿を拝見し、お会いでき

グ‐こういうすっきりした俳句が好きなんです。大阪

たことをとっても嬉しく思います。楽しんでいって下

のロータリークラブの方だそうです。それから最後の

さい。
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【建部会員】

ある人やコミュニケーションの困難な人を助ける仕

家内の誕生祝いをありがとうございました。

事をしています。6年目になりますが、非常にやりが

【小澤会員】

いのある仕事です。今日まで間があいてしまいました

本日、所用のため早退いたします。SAAは前半小澤が

が、再び皆さんにお会いできて、とてもとてもうれし

務め、締めは小島條太郎正SAAにお願い致します。

く思います。厚木中ロータリークラブが私にしてくだ

【石川会員】

さったこと全てに感謝しています。交換留学プログラ

本日は業務のため早退させていただきます。申し訳ご

ムのおかげで今の私がいると思います。以上です。あ

ざいません。

りがとうございました。

━

【山口光正会員】

クラブ協議会

━

本日、久びさにスマイルを担当します。よろしくお願

担当：笹生会長

いします。

3 か月も経ちまして、いよいよ新年度会長エレクト選

━

お客様挨拶

━

【メリッサ・ケーンさん】

出の時期に参りました。本年度はパスト会長会が 1 度
ありまして、いろいろ意見をいただいて参りました。

皆さん、お久しぶり

ここに内規の通りにいきたいと思っており、指名委員

ですね。約20年前、

会を起こしていきたいと思います。今までのパスト会

16 歳 の 時 に 1年 間

長にお集まりいただいて、意見をいただいて賛成反対

日本に行くことを決

もございますけれども、やるのはもう少し後というこ

めました。私はそれ

とでお願いをしてきました。前年度会長であります齊

までオーストラリア

藤パスト会長、それからその前の会長小島條太郎パス

を出たことが一度も

ト会長、中野パスト会長、藤川パスト会長、建部パス

なく、何が待ってい

ト会長ということでパスト会長会を起こしたいと思

るのか想像もつかないまま、荷物をまとめて家族の元

っております。日程は 10 月 10 日例会がないのです

を離れ、東京行きの飛行機に乗りました。飛行機を降

が、夕方 6 時お集まりいただいて会を招集させていた

りてからの出来事は、私の人生を大きく変えました。

だきたいと思っておりますので、どうぞ皆様ご賛同い

オーストラリアとは全く違う文化・言葉・食べ物。

ただければありがたいと思います。

そして私がこれまでに出会った人の中で最も親切で

10 日の夕方ですが、次々年度 2020.21 年のオリン

優しく、愛情深い人たちに出会いました。藤川さん、

ピックの年で会長もしくは会長エレクトをやってい

小島さん、山崎さん達は私を歓迎してくれ、自分の娘

ただける方を選出したいと思っております。これは人

のように扱ってくれました。厚木中ロータリークラブ

数も減ったところで大きな選出ができるか見極めて

の方々も私を歓迎してくださり、大家族のようでした。

いきたいと思っております。その中でも我々の次の時

1年間厚木市に住み、学校に通い、日本語を学び、友

代のことを考えながら会を運営するところを作って

達や家族と過ごし、たくさんのレッスンを受けました。

いかないと、なかなか人が集まらない、新会員が乏し

厚木で暮らした1年間は私の人生を変えました。日本

いというところでもいろんな知恵を出していただい

を離れるときはとても悲しかったです。日本を離れて

て、努力をしていきたいと思っておりますので、ぜひ

から高校に戻り、学級長を務め、成績最優秀者にも選

よろしくお願いしたいと思います。特に何かご質問と

ばれました。大学では言語と言語学の勉強をし、卒業

かご意見ありましたら挙手していただけたらありが

後ベネズエラで起業して英語を教えることを3年間し

たいのですが。

ました。その後オーストラリアに戻り、言語修士号を
修了しました。現在は私の夢だった病院で体に障害が
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【小島條太郎パスト会長】

【藤川パスト会長】

例年通り、指名委員会を作ってパスト会をやろうとい

もちろんやったほうがいい。過去の経験でなるべく全

うことで、10月10日夜6時。打ち合わせをして、そ

員が出られる日、多い人数が出られる日にぜひやって

こで色々検討していくという形でどうですか。

もらいたいです。ただ多数決だけでやらないで、よく

こういうクラブですからあまり片苦しいことをしな

話し合っていただいてお願いしたいと思います。

くてもいいと思ってはいたんですけれども、指名委員

【建部パスト会長】

会に諮るかどうかは 1 か月前の例会でどうしますか

細則を見てみると、1か月前の例会において、要する

と、どういうふうに指名しますかと諮って、指名委員

に年次総会の1か月間の例会において会長会に対して

会でいきますということなら指名委員会でいけばよ

指名をすることを求めなければならないということ

いのではないかと思います。

になっておりますので、指名委員会の発足はその時に

【中野パスト会長】

なるのではないのではと思います。10日はただパス

パスト会長会議とありましたので、そこの中で検討し

ト会長が集まって、何も決定権はございませんけれど、

て、指名委員会が発足できればそれが一番いいと思い

そこで意見を出し合うというのが筋かと感じており

ますが、そういう時期を待ちたいと思います

ます

―例会スケジュールー
日時
10/10

点鐘 12：30

内
休

会場

《出

レンブラントホテル厚木

容

担

当

席

率》

会員数

欠席者数

29

4

会

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

10/17

地区大会報告

会

長

10/24

次年度理事役員選考・10 月度理事役員会

会

長

出

席

率

前々回修正出席率

96.16 ％

10/31

休

会
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92.59 ％

国際ロータリー

第2780地区

地区大会

２０１８年１０月１３・１４日
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