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＝ 本日のプログラム ＝ 

地区大会を振り返る 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

本日のゲスト 

綾瀬春日ロータリーからお越しいただきました、 

比留川政彦様です。 

〇ガバナー事務所 より 

・2018―19年度新会員の集い ご案内

2019年3月22日（金）～23日（土） 

ローズホテル横浜

 

 

入会4年未満の新会員（クラブ会長） 

・地区大会のお礼

〇公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま Vol. 223

〇厚木商工会議所より 

・厚木商工会議所創立70周年記念講演会の

開催についてご案内 

 平成30年11月19日（月） 17:00～ 

厚木市文化会館 

が届いております。 

━ 幹事報告 ━ 

本日は幹事報告はありません。 

━ 委員会報告 ━ 

奉仕委員会より 

来週の月・火で会津若松の小学校に児童図書を渡しに

行きます。会長はじめ、7名で行く予定です。皆さん
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寄付をありがとうございます。まだ受け付けておりま

すので、よろしくお願いします。 

 

━ お祝い行事 ━ 

【事業所開設】 

10 月 20日 中野正義会員・池本健二会員 

【結婚記念日】 

10月19日 小島條太郎会員 

10月23日 笹生 誠会長 

【お誕生日】 

10月22日 齊藤達夫会員の奥様 百合子様 

10月19日 朝倉弘一会員 

飯田会員が地区大会で長寿会員のお祝いをされまし

た！ 

「ロータリーは私にとってビタミン剤です！ありが

とうございました！」（飯田会員） 

 

━ 地区大会を振り返る ━ 

【笹生誠会長】 

地区大会お疲れ様でした。厚木中からは13名の出席

で、バスで向かいました。13日は会長幹事会で12：

30点鐘、約5時間ほどでした。外部のお客さんが多く、

盛況でした。脇ガバナーのお人柄がうかがえました。

姉妹都市の韓国のクラブや台湾のクラブの方も見え

ていました。参加された皆さんからこれから意見を聞

きたいと思います。 

【齊藤達夫会員】 

参加された皆さんご苦労様でした。私もしばらくぶり

で最後までおりました。私たちのクラブから、新クラ

ブ、RAの２つのクラブができたということで、私の

同級生の鎌倉のクラブの人から、「良く頑張ったね」

と声をかけてもらいました。近年まれにみる大会だっ

たと思います。 

【朝倉弘一会員】 

だいぶ盛況で、途中で帰る人も少なく皆残っていた。

成功だったと思います。 

【山口光正会員】 

途中で逃げた一人です。すみません。今回印象に残っ

たのは、司会を行った民族衣装を着た外国人の子が、

日本語もしっかりと話していて、素晴らしかったです。 

【山崎隆夫会員】 

我々の仲間に女性だけのクラブができました。時代が

変わったなぁとつくづく感じました。 

【建部覚会員】 

今年の地区大会、ちょっと大変だったのは席ですね。

第５グループの指定席が異常に少なく、相模原の会員

さんが私たちの席に「座ってもいいですか？」と聞か

れていました。会場も少し狭いのかと思いますが、工

夫は必要だったのでは？と思います。あともう１つ、

司会の米山留学生の方、SAAイコール司会という考え

方があるようですが、やはりSAAというのはあくまで

も会場の監督なのだから、司会は別の人でもいいのか

な？と思いました。 

【山口昇会長エレクト】 

毎年地区大会は出席しています。いつもロータリーの

素晴らしい人たちが壇上に出て話をされるのですが、

今回はその中で2人のロータリアンに興味を持ちまし

た。1人目は台湾のロータリアンの方で、徐重仁さん

で、台北東海ロータリークラブ初代会長です。1976

年から77年に早稲田大学に留学した方で、ロータリ

ー財団の奨学金で留学したそうです。卒業後、台湾に

帰国し就職。その後、最終的に台湾のセブンイレブン

5700店舗を経営しているそうです。さらに、スター

バックスを500店舗経営しているとのことです。日本

留学中にセブンイレブンを見て、これを台湾に導入し

たいと考えたそうです。ロータリークラブの奨学金で

学び、帰国して起業し、現在50社ほどの企業を経営

しているそうです。日本語が流暢で、自身の半生につ
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いてのお話が興味深かったです。もう1人は鎌倉ロー

タリークラブの久保田さんです。ガバナーノミニーの

方で、鎌倉で鳩サブレの豊島屋さんで常務をされてい

ます。この方はＲＡ出身で、ＲＡ出身者がガバナーに

なるのは、2780地区では初だそうです。このように、

人に注目して地区大会を見ておりました。 

【佐藤光輝会員】 

佐藤光輝でございます。端的に言うと、長いな、とい

うのが正直な感想です。それなりの形式も必要な事は

良く分かりますが、もう少しプログラム等を考えて詰

めて行うと、皆さんの負担も少ないのでは？と思いま

した。後は、大会の目的がどこにあるのかが分かりに

くかったです。人の紹介も名前の紹介だけだと意味が

ないのでは？と思いました。集まることが目的なので

あれば、懇親の方に力を入れてもいいのではないかと

思いました。批判的意見で申し訳ありませんが、以上

でございます。 

【竹内祥晴会員】 

今年で2回目ですが、光輝さんと同じように長いな、

と感じました。今年初めて最後までいて、懇親会も参

加しましたが、結構すごいなと感じました。 

【西厚夫副会長】 

皆さんが述べられた感想と同様に感じました。留学生

で奉仕活動をされている方がいらっしゃいました。例

えば地区補助金などを利用して海外に学校を作った

り病院を作ったりする際にどうしたらいいかと思う

事があるのですが、間に入って奉仕活動ができるよう

にしている方がいらっしゃいまして、色々な話をしま

した。色々な目的があると思いますが、そういった活

動等勉強になることがたくさんあります。アトラクシ

ョンは津軽三味線と尺八とのコラボレーションなど

よかったです。確かに長いのですが、参加も義務とい

う気持ちで考えてもらいたいと思います。ロータリー

に年齢制限はないので、年をとっても出てきて色々刺

激を受けながら勉強できればと思います。全てが勉強

です。会の運営や司会の仕方など全てが勉強になると

思っています。来年の地区大会はできるだけ参加して

ほしいと思います。 

 

【五十嵐直樹幹事】 

ロータリーに入会して丸三年で、全て出席してきまし

た。福島の飯村真一さま、この方の経営理念、卓話を

会長幹事だけ聞きました。卓話と言うのはその人から

学ぶというのが大事だと思います。卓話は素晴らしい

人がやると本当にすごいと思いました。厚木中の出席

率は残念ながら50％には届きませんでしたが、厚木

市内のクラブの中では高い出席率で会長幹事として

は嬉しく思います。最後にRAについて申し上げます。

地区大会で一番名前が出ていたのは実は厚木中クラ

ブです。RAの活動について以前厚木クラブの会長か

ら一緒にやっていこうという話もありましたが、今回

は県央の会長幹事からも一緒にやらせてくれない

か？という話も出ました。これはこれでIA、RA、ロ

ータリアンと三つ巴で活動していく目的を考えると

素晴らしい事かと思います。RAについては、立ち上

げて既に2回の例会が開かれています。笹生会長、横

山地区委員長等にお越しいただいております。1回あ

たり2000円もいかない予算で行っております。ビジ

ターは1人1000円支払ってもらうので、厚木中とし

て彼らにお金を与えているという事はありません。や

ってみたら、実際にお金はかからないということが分

かりました。進め方等にやはり不慣れな事が多く、

色々と指示を与えている所です。もう少しすれば、も

っとスムーズにいくかと思います。厚木中から本厚木

クラブをだしたこと、RAを成立させたことについて

大きな反応があったことをご報告します。 

【笹生誠会長】 

RAについては、今月は20日と27日です。 

地区大会の食事については、フランス料理でフルコー

スで出てきました。非常にきちんと出していただき、

時間通りスムーズでした。地区大会は色々と見た方が

いいかなと思いました。来年は相模原です。来年も是

非参加いただければと思います。 

【五十嵐直樹幹事】 

厚木商業のバザーが 27日です。まだ品物の受付をし

ておりますので、再度のご協力をお願いいたします。 
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━ スマイル ━ 

☆お客様のスマイル 

【比留川政彦さま】 

本日お世話になります。宜しくお願い致します。 

☆当クラブ会員のスマイル 

【笹生誠会長・西厚夫副会長・五十嵐直樹幹事・山口

昇会長エレクト・石川弘子副幹事】 

地区大会お疲れ様でした。皆さんで振り返りたいと思

います。朝倉さん、お誕生日おめでとうございます。

比留川様、ようこそ。楽しんでいってらしてください。 

【朝倉弘一会員】 

本日は誕生祝ありがとうございます。78歳になっち

ゃいました。22日～23日で今年も会津に行ってきま

す。山崎さん、今年もお世話になります。 

【出口義勝会員】 

妻の誕生祝をいただきました。ありがとうございます。 

【笹生誠会長】 

本日は、10月23日が38年目の結婚記念日です。スマ

イルします。 

【山崎隆夫会員】 

10月6日（土曜日）第17回全国ロータリー囲碁大会

が東京市ヶ谷の日本棋院で開催されました。参加者は

58名でした。私は昨年同様２勝２負でしたが、久し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぶりで１日碁を楽しんできました。ありがとうござい

ました。 

【飯田久夫会員】 

地区大会で長寿祝をいただきましたのでスマイルし

ます。ロータリーから元気をもらっているおかげです。

ありがとうございます。 

【藤川孝幸会員】 

前回メリッサの表敬訪問の際には皆さんで協力を有

難うございました。メリッサファミリー全員が大変喜

んでいました。山崎さん、写真をいつも有難うござい

ます。 

【齋藤達夫会員・山口光正会員】 

山崎さん写真ありがとございます。 

比留川さんようこそいらっしゃいました。楽しんでい

って下さい。 

【竹内祥晴会員】 

山崎さんいつも写真をありがとうございます。 

【建部覚会員】 

山崎さん、いつも写真をありがとうございます。 

【黒木則光会員】 

朝倉さん誕生日おめでとうございます。またゴルフに 

誘ってください。本日は出迎え担当なのに遅くなって

申し訳ありません。 

■本日もスマイルのご協力、誠に有難うございました。 

  ―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 

10/24 次年度理事役員選考 会    長  

    29名 9名 

10/31 休      会   

11/7 ク ラ ブ 協 議 会 会    長  出 席 率 前々回修正出席率 

11/14 夜   間   例   会 クラブ管理運営委員会  

    90.91％     96.15％ 

11/21 休      会   
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福島県 大熊小学校・大野小学校 児童図書贈呈 
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