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＝ 本日のプログラム ＝ 

ドイツ国際大会報告（山崎会員） 

クラブ協議会（笹生会長） 

会場監督：小島 條太郎 SAA 

━ 会長挨拶・報告 ━ 

【笹生 誠 会長】 

〇会長挨拶・報告 

今年度最後の例会となります。山崎さんに国際大会 

 

 

 

 

 

のお話をして頂く予定でしたが、DVDの編集が間

に合わなかったのて、また改めてお話を頂ければと

思います。台風3号が発生し、もう6月も末なので近

付いてくるかなと思うので、皆さん十分に気を付け

なければいけないのかなと思っています。 

 

○ ガバナー事務所 より 

・２０１９年度７月クラブ請求書作成にあたってのお

願い 

・「ダメ。ゼッタイ。」普及キャンペーングッズの送付 

ポスター大・小 リーフレット 絆創膏 募金箱 

・2019 年度規定審議会『クラブと地区に関連する重

要な変更』について 

・第３回地区インターアクト委員会・IAC アクターズ

ミーティング開催のご案内 

７月２０日（土） 13:00～ アイクロス湘南 
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○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

・はいらいとよねやま Vol. 231 

・米山梅吉記念館 創立 50 周年記念式典開催 

・米山奨学生世話クラブ補助費送金のご案内 

 

○あつぎ鮎まつり実行委員より 

・第７３回あつぎ鮎まつり協賛金について（お願い） 

 

○国際ソロプチミスト厚木より 

・会長・事務局変更のお知らせ 

 

○特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構より 

・夏募金にご協力ください 

━ 幹事報告 ━ 

【五十嵐 直樹 幹事】 

○本日、次年度理事会が開催されました。 

他には報告事項は特にありません。 

━ ドイツ国際大会報告 ━ 

【山崎隆夫 会員】 

PCが壊れてしまい、まだ動画の編集が出来ていま

せんので、出来ればまた改めて報告させて頂きたい

と思います。今日は配布文書を口頭で説明致しま

す。国際ロータリー年次大会は、6月1日～5日ドイ

ツ・ハンブルグ・メッセで開催されました。メッセ

は、広大な11棟の建物が有りましたが本会議会場

は、平屋の建物で開催され座席が少なく立ち見の人

もみられました。 

世界大会参加者は、アメリカ 5,283 人・ドイツ 4,738

人・ナイゼリア 4,369 人・日本 2,341 人他合計

23,560 人です。会費未納者が居る為最終参加者は、

変ります。 

登録料は一人12月15日までUS$395、3月31日ま

でUS$495現地登録US$595、です。参加の方は、

早めの登録が良いと思います。 

ハンブルグは、ドイツ最大の、港湾都市です、エルベ

河の河口から 100Km 上流の河川港です。そしてド

イツ第一の経済都市で 14 世紀からハンザー同盟 

の有力都市として発展し人口は、180万人で日本の札

幌・神戸と同じくらいです。日本の大阪と姉妹都市を

結んでいます。9世紀カール大帝の時代に建都した歴

史と文化を持ち音楽家メンデルスゾーン、ブラームス

の生誕の地です。緑と公園が街の1/3を造り美術館、

博物館の多い落ち着いた町でした。(ハンザー同盟・北

海、バルト海沿岸地方の通商、交易上の利益保護の自

由都市同盟です。王族、貴族の支配を受けず、鉄鉱石、

琉珀、塩、毛皮、木材、などを取り扱い100以上の都

市が加盟していました。) 

ベルリンは、ドイツの首都で人口380万人・1791年

建造された、ブランデンブルグ門は、ドイツの歴史を

見ていた門です。平和を象徴する4頭立ての馬車と勝

利の女神ビクトリア、勝利の月桂冠とカトリガが門の

上に飾られています。1806年ナポレオンにより、パ

リへ運び去られたが、1814年元に戻りました。ベル

リン郊外のポッダム・ツェツィエンホーフ宮殿は、ド

イツ最後の王,ヴェルヘルム2世が王子とその家族のた

めに建てた夏の宮殿です。 

1945 年第二次世界大戦後の、日本の戦後処理をアメ

リカ(ズベルト)・イギリス(チャーチル)・ソビエト(ス

ターリン)が話し合った歴史の舞台です、そしてポッダ

ム宣言の発表と、東京湾でのアメリカ戦艦ミズリー号

上で 45 年 9 月 2 日戦争終結の調印式を外務大臣重

光葵と行った目本人として忘れる事の出来ない歴史
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都市です。 

リューベックは、ハンザー同盟の中心都市です。街全

体が世界遺産に登録されている様な歴史のある都市

です。ホルステン門は、黒いレンガで造られ重厚な門

です。1464～78年建造で壁の厚さが3,5メートル有

り。門には、ラテン語で、「内は団結、門の外には平和

を」と書かれて居りました。そしてドイツの歴史・文

化を充分に堪能した良い旅行になりました。 

━ お祝い行事・スマイル ━ 

【飯田久夫 会員】 

 

【事業所開設】 

 1 日 齊藤達夫・西厚夫・渡邊義治・山口昇 会員 

 

☆当クラブ会員のスマイル 

【笹生会長・五十嵐幹事・西副会長・山口昇会長ｴﾚｸﾄ・

石川副幹事】 

本日は、いよいよ年度末の最後の例会となりました。

皆様 1 年間ありがとうございました。次年度もどうぞ

よろしくお願い致します。 

【山崎隆夫 会員】 

 ドイツ・ハンブルグ国際大会は 23,560 人の参加に

より無事終了しました。日本人の参加は 2,341 人で

した。来年はハワイで 6 月 6 日から 10 日まで開催

されます。参加を宜しくお願いします。 

【五十嵐直樹 幹事】 

山崎さん、いつも写真をありがとうございます。そ

れとバッチもありがとうございます。今後ともよろし

くお願い致します。 

【スマイル委員…飯田久夫・山口光正・藤川孝幸・佐

藤光輝・石川弘子 会員】 

 一年を通じ、皆さんには毎回賑やかにスマイルボッ

クスにお付き合い頂き有難うございました。お陰様で

目標を越える額となり奉仕を支えることが出来まし

た。 

【佐々木尚壽・出口義勝・飯田久夫・朝倉弘一・小島

條太郎・藤川孝幸 会員】 

 笹生会長、五十嵐幹事、他執行部の皆さん、新生の

一年ご苦労様でした。無事責任を果たされ、おめでと

うございます。 

■本日のスマイルにご協力有難うございます。    

一年間皆様のご協力本当に有り難うございました。 

来年もよろしくお願い申し上げます。 飯田・藤川 

━ クラブ協議会 ━ 

本日は最後なので、皆さん一人一人一年間何か反省

を込めて何かありましたら、マイクを回しますのでお

話をいただければなと思います。計画に沿って今年度

ローターアクトを立ち上げたり色々なことをしまし

たが、これからまた一年間活動もして行かなければい

けないし、もっと育てなければいけないことが確かに

あります。次年度に向けても色々とスタートする事も

あるし、どうかご協力の程宜しくお願い致します。 

【山口光正 会員】 

会長幹事はじめ執行部の皆様一年間ご苦労様でした。

人数少なく寂しい例会になってしまいましたが、少な

いなら少ないなりに色々とあると思います。そんな中

お互いに意見を出し合って身近に感じられるような

会にして行ければ良い。一年間もあっという間でした

が、少数精鋭で頑張って行ければと思います。次年度

財団担当理事ですので、ご寄付のご協力をお願い致し

ます。 

【佐々木尚壽 会員】 

無事に今日の例会を迎えることが出来、役員の皆さん

一年間ご苦労様でした。課題は皆さん仰る通り、会員

増強ですが、今年は一人しか実行できなかった。次年

度に向けて会員増強を積極的に行っていかなければ

いけないなと思っております。ですが、会員が少なく

なっても奉仕活動は十分に出来ると私は思っており

ます。皆さんの気持ち一つとなって大きな力を出して

奉仕活動を行う。これには少数がゆえに結束力も大き

いという風に出来ると期待しております。次年度計画

している奉仕プロジェクトに皆さんの力を貸して欲
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しいと思っています。 

【堀米勝 会員】 

去年の7月に入会させて頂いて、皆さんと一緒に楽し

い日々を過ごさせて頂いてあっという間でした。色々

とクラブの課題もあると思いますが、来年度山口年度

も盛り上げて行きたいと思います。私も来年は会計と

いう大役をやらせて頂きますので、一年間頑張りたい

と思います。一年間お疲れ様でした。 

【竹内祥晴 会員】 

私は前年に引き続き週報をやったのですが、週報をや

っているとあっという間に一年間が終わってしまっ

たかなと感じています。来年もまた週報をやるように

なったので、どうにか時間を作ってやりたいなと思っ

ています。一年間お疲れ様でした。 

【山崎隆夫 会員】 

今、飯田さんがクラブで一番の年長者で頑張って頂い

てますが、私はその次でもうあと少しかと思いますが、

何とか頑張りたいと思いますので、宜しくお願い致し

ます。笹生会長と五十嵐さんにはいつもお世話になり

っ放しでしたが、来年もよろしくお願い致します。 

・朝倉弘一 会員…会長はじめ最前列の方々一年間ご

苦労様でした。次年度の山口会長エレクト、宜しくお

願いします。頑張って下さい。 

【出口義勝 会員】 

会長幹事と皆さん、一年間ご苦労様でした。また、有

難うございました。大分人数が減って、こういう大き

い部屋だと何か寂しい感じがしますが、それはそれな

りで我々の気合で、これからの楽しいクラブを作って

行ければと思います。100人いたら100通りのロータ

リーがあると言われますが、あまり多彩に展開し過ぎ

ると何がロータリーなのかまた分からなくというこ

とも事実ありますから、そこのところはしっかりロー

タリーの歴史を押さえながら、厚木中らしいロータリ

ークラブを作って行けたらなと期待しております。ど

うぞよろしくお願い致します。 

【飯田久夫 会員】 

先日も申し上げましたが、前年度は激動の中というよ

うな状況でした。40周年行事があり、拡大があり、ロ

ーターアクトの準備がありという激動の年度を引き

継いでの今年度ということで、どういう風になるのか

とちょっと気にしていた部分もありましたが、実際に

始まってみると会長幹事をはじめ執行部の皆さんの

リーダーシップとロータリーを愛する会員の皆さん

の見識が一体となって、良い静かなクラブの運営が出

来たのではないかと思っております。特に年間を通じ

てローターアクトやインターアクトの諸君との接点

が非常に多くなった。ロータリーの活性化を言われて

いる昨今、彼らとロータリーファミリーとして同じ活

動が出来るのは大変結構なことだと思っています。聞

いたところによるとローターアクトの方も順調に進

んでいるとのことで喜ばしいことであります。また拡

大をした本厚木クラブの方も無事に順調に育ってい

るようでございますので、誠にご同慶の至りでござい

ます。 

【佐藤光輝 会員】 

先ずは笹生会長、五十嵐幹事、一年間ご苦労様でした。

有難うございました。昇さん、石川さん、次年度も宜

しくお願い致します。今年度理事としてやってきたの

ですが、理事としてのお話はつい先日したばかりです

ので、個人的なお話を致します。最後になって、来年

度のエレクトを降りるという不始末を犯しまして、皆

様には大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

いまだにエレクトが決まっていないという段階で、皆

さんにまた協力を求めなければならないこともある

かも知れませんが、先ほど規定審議会で決まったこと

の回覧が回ってまして、その2つ目に良い事が書かれ

てました。会長が後任者が決まっていない場合には1

年間任期を延長できるという規定が決まったそうな

ので、エレクトが決まっていなくても次年度は安心し

てエレクトが決まらないままでも次年度のこのクラ

ブも安泰で、無事にやって行けるということが判明い

たしました。昇さんにご苦労は掛けるかもしれません

が、宜しくお願いします。 

【小島條太郎 会員】 

最終例会を迎えて、非常に和やかなそして有意義な会

が生まれつつあるということで、笹生さんの会長とし

ての引率力、そして幹事の五十嵐さんの頑張りよう、

そして昇君、石川さんのこれから未来へ向けての頑張
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りが期待されるところです。副会長の西さんもどうも

ご苦労様です。 

【藤川孝幸 会員】 

皆さんの話しを聞いて、我々は“ロータリークラブ”

の会員であることを忘れてはならないということ強

く思いました。職業奉仕あってのロータリークラブと

いうことを念頭に、会えるのが本当に楽しみになるよ

うな例会に万難を排して出席し、RACやIACの若者と

一緒に何かをするのが本当に楽しいんだというよう

な気持で出席出来る例会にして行くこと。毎年あゆコ

ロ文庫の子供たちに書籍贈呈のために会いに行くの

もそうですが、最近少数化とともに減少しつつあるわ

がクラブの様々な奉仕活動にやりがいを感じられる

ようにして行くこと。また、この楽しさとやりがいの

ある活動が増強に必ず繋がってくものと思いますの

で、山口昇会長エレクトと石川副幹事には是非これら

を念頭に一年間癌貼って欲しいと思います。笹生会長、

五十嵐幹事をはじめ理事役員の皆さん、一年間本当に

お疲れ様でした。そして、有難うございました。 

【石川弘子 副幹事】 

笹生会長、五十嵐幹事、本当に有難うございました。

何も分からない中で副幹事を勤めさせて頂きました

が、特に五十嵐さんにはいろいろとこんなことをしな

ければいけないんだよとか、この書式を使うといいよ

とか色々とサポートして頂き、感謝の気持ちで一杯で

ございます。会員の皆様方にも何も分からない中を

色々と教えて頂き、非常に勉強にになる一年間だった

なと思います。実際に執行部に入ると中々頭を悩ます

問題が多かったりですとか、仕事の関係で色々とジレ

ンマを感じることもあったのですが、やはり一年間や

ってみて、自分は何のためにこのクラブに居るのかな

とか、何か問題が起きた時に何かのせいにするのでは

無くて、自分でどう解決して行くのか、また皆にどう

サポートしてもらうのかを自分自身で自分事として

捉えて行くことの大切さを改めて教えて頂いたかな

と思っています。皆様のおかげで大変実りある一年間

だったと思います。次年度もどうぞよろしくお願い申

し上げます。有難うございました。 

【五十嵐直樹 幹事】 

一年間幹事をさせて頂きました。一つだけ申し上げま

す。ローターアクトを承認頂き、無事に活動をしてお

ります。あわせてインターアクトの方も色々と活発に

やっておりますので、先ずは感謝の気持ちを彼らの代

わりになってお礼を申し上げたいと思います。有難う

ございました。 

【西厚夫 副会長】 

副会長というのは会長を補佐するということですが、

例会は２回ほど担当させて頂きました。皆様方のご協

力で無事終わることが出来ました。次年度は理事会メ

ンバーではありませんが、飯田先輩からも話がありま

したように、ロータリークラブであるというようなこ

とから考えると、古い人が口を挿むことがあるかもし

れません、でも、やはりロータリークラブの道を外さ

ないということで口を挿んで行きたいと思っていま

す。実はこの手帳には一番最初に４つのテストがあり

ます。古い方も良く分かっているとは思うのですが、

必ずこの4つのテストに言行はこれに照らしてからと

いうことで、常に良いロータリークラブを作るという

ことで、みんな自覚しながら次年度も頑張って欲しい

と思います。本当に有難うございました。 

【山口昇 会長エレクト】 

会長幹事、一年本当にお疲れ様でした。会長幹事を見

て、来年色々な勉強をさせてもらって会長をやらせて

もらうことになりました。宜しくお願いします。皆さ

んの協力が無いと何も出来ないということを今正に

痛感しています。ご協力よろしくお願い致します。佐

藤光輝会員から、会長を継続して２年云々という話し

が出たんですけど、それについて私反論がございます。

中ロータリークラブの内規の3-2にあります。人事の
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公平と負担の平等を図るため、直前会長、会長を除き

理事及び役員の任期は、原則として３年以上に渡らな

いよう…。とありますがこれはどういうことですか

ね?(会場から会員数名より説明あり。)えっ、え～～

～!!!  これ書いてあったの!? これはいいっていうこ

と?? 駄目だということじゃないの??結論を言いま

すと会長はやるんですけど、２年は出来ないですよ。

あの絶対に出来ない!!! 結構まあそこそこやることが

あるんですよ。これ私２年やったらウチ零細企業なん

で潰れちゃいます。ですから次年度の会長は、ね、石

川さんまさか２年も幹事なんて出来ないもんね?! ま

っ、ちゃんとエレクトが選ばれるということになって 

いるんで、１年は良いですよ。またよろしくご協力を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願いします。終わります。有難うございました。 

【笹生誠 会長】 

非常に一年間色々なことがありましたし、私事ですが

女房の母親が亡くなったり、色々ちょっと大変なこと

もありましたが、これらを乗り越えて来ました。体重

も6-7キロ痩せたんで、身体の方も少し動きやすくな

りました。これからもっと痩せていければよいかなと

思って、色々とダイエットしています。来年はロータ

ーアクトのことで地区の方に出掛けますが、ローター

アクト・インターアクトが我々のクラブの方針ですか

ら、きちんと支えて行きたいと思っています。宜しく

お願い致します。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 

07/03 クラブ協議会 新年度会長方針発表 会  長  

    25 名 ３名 

07/10 クラブ協議会 ガバナー補佐訪問 会  長  

07/17 休   会   出 席 率 前々回修正出席率 

07/24 理事役員委員長新年度方針発表・理事役員会 会  長  

   84.21％    90.00％ 

07/14 クラブ協議会 地区ガバナー公式訪問 会  長  
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