
 

◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」     ◇諸事お祝 

◇会長挨拶         ◇幹事報告    

◇ミニ卓話 ９月「ロータリーの友」月間に因んで 岩澤淑江会員 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59代会長 岩澤 あゆみ 

第 59代幹事 中山 冨貴子 

2018 年 9 月 13 日（木） 第２８１９回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 10 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

本間多佳泰様 （茅ヶ崎中央 RC） 

◎諸事お祝 

☆誕生祝  池上 實君  山口利通君  河本啓伸君  水嶋 

聡君  岩澤淑江君 ８月分…大森久巳男君 （ボールペン）    

お祝いの歌：おめでとうロータリアン 

☆結婚記念祝  木村信一君  岩澤淑江君  ８月分…水嶋 

聡君  （ペアグラス） 

☆皆出席表彰  伊藤留治君（５６年）   （ワンタッチボトル） 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊国際ロータリー第２７８０地区 社会・国際奉仕セミナー開催の

案内  ◉１１/１０（土） １３：００～１６：００  ◉アイクロス湘南 ６階

「Ｅ会議室」 第１部 １３：００～社会・国際奉仕事例発表   第

２部 １４：００～グループ討論・発表 

＊２０１８～２０１９年度 第２回地区大会実行委員会 開催の案

内 ◉９/２６（水） １８：３０より  ◉ルアンビル５Ｆ（茅ヶ崎湘南ＲＣ

例会） 

◇台北西北區扶輪社より  ９月４日台風襲来へのお見舞い状 

◇ロータリーの友 ９月号   ◇タウンニュース 

◎委員会報告 

社会奉仕［吉田会員］：ベコニア植樹のお知らせ 

国際奉仕［木村信一会員］：台北西北訪問の例会後打合せ 

クラブ戦略［田中会員］：アンケート回答のお願い、文化会館ピ

アノ寄附の報告 

職業奉仕［畠田会員］：ガバナー月信職業奉仕記事の紹介 

会員増強維持［澤邑会員］：10/4(木)ラスカ屋上にて委員会開催

のお知らせ 

左）皆出席表彰の伊藤

留治会員 右）結婚祝

の岩澤淑江・水嶋・木村

信一の各会員 

誕生祝の山口・池上・河本・大森・岩澤淑江・水嶋の各会員 

委員会報告の吉田・木村信一・田中・畠田・澤邑の各会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

９／１３ ２８１９ ４６ ３７＋４ ３４ １ ６ ８５．３７％  

８／３０ ２８１７ ４６ ３７＋３ ３４ １＋０ ５ ８７．５０％ ８７．５０％ 

 

 

 

出席報告 北村公子会員 

スマイル報告 石田貴一会員 
本間多佳泰様（茅ヶ崎中央ＲＣ）台北へのご訪問、お気をつけ
ていらして下さい。 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 茅ヶ崎中央 RC 本間様ようこ
そお越し下さいました。台北西北 RC 式典参加行程よろしく
お願い致します。諸事お祝の皆様おめでとうございます。本
日、雑誌委員会卓話、岩澤淑江会員よろしくお願い致します。 
伊藤留治君 皆出席表彰ありがとうございます。56年になり
ます。中央 RC本間様ようこそいらっしゃいました。 

池上 實君 若いつもりで頑張っておりましたが、今月 20日
に 82歳となります。足腰が年相応に老いてきました。皆様よ
ろしくネ。我がスポンサー伊藤留治さん、皆出席 56年の表彰
おめでとうございます。後を追っていますが、一生追いつけ
ないでしょう。身体にお気をつけ下さい。 

大森久巳男君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。今日
は私も 8月分の誕生祝をいただけるようで、感謝です。 

岩澤淑江君 ダブルでお祝いただきありがとうございます。
いくつになったか、結婚して何年なのか、定かではない今日
この頃ですが、エイヤーと掛け声をかけ、新しく出発します。 
山口利通君 誕生祝ありがとうございます。うれしいやら、
悲しいやら。岩澤さん、卓話期待しております。加油（チャー
ヨー）！ 

田中賢三君 中央 RC の本間さん、たいへんお世話になり有
難うございます。諸事お祝の方々おめでとうございます。伊
藤さん、56年、特別におめでとうございます。 

杉本行廣君 お手元の新聞記事は昨日昼食の際に読んだ新聞
記事を写してきたものです。スマイルします。ニコ 

加藤 寛君 台湾に行って来ます。 

斉藤信夫君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

成田栄二君 中央 RCの本間さん、ようこそ！岩澤淑江さん、
卓話よろしくお願いします。諸事お祝の方々おめでとうござ
います。 

河本啓伸君 誕生祝ありがとうございます。17日で 11月 11

日（日）に行われる「58歳。オールドルーキー」というライ
ブタイトルにふさわしいお年頃となります。本日チケット販
売開始なので、私を助けると思って購入しましょう。 

和田幸男君 中央 RC の本間さん、ようこそ。卓話の岩澤雑
誌委員長、お疲れ様です。 

出口敬純君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

澤邑重夫君 諸事お祝の皆さま、おめでとうございます。先
週末は温泉に行くことが出来ず、うっかり仕事をしてしまい
ました。今週は古知屋さんの紹介で湯河原に行ってまいりま
す。すっかり忘れてました。本間さん、ようこそ。 

吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。本間様ようこそ。台
湾のお話、よろしくお願いいたします。 

大箭剛久君 岩澤淑江会員、卓話よろしくお願いします。最
近は「ロータリーの友」誌に詰将棋が掲載されているんです
ね。子供の頃によくやった事を思い出します。「童心に 帰る 
友誌の 詰将棋」 

水嶋 聡君 今年度になり、仕事の都合で出席が少なくなっ
ておりましたが、本日は出席する事が出来ました。又、お祝い
を頂きありがとう御座います。皆様に幸あれ！茅ヶ崎クラブ
は永遠です！夕方は地区委員会へ出席して参ります。 

北村公子君 暑さも遠のき、やっと涼しくなってきました。
諸事お祝の皆様おめでとうございます。台北訪問早いもので
来週になりました。本間様いろいろお手数かけます。よろし
くお願い致します。 

木村信一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。月間卓
話岩澤さん、キンチョーの夏。 

小澤雅彦君 本間さまようこそ！9/15～16に江の島でセーリ
ングの世界大会があり、そのセレモニーで茅ヶ崎出身のアー
ティスト「マリエリカ」さんが Liveパフォーマンスをします。
素敵な姉妹ユニットです。ぜひ皆さん足を運んで下さい。 

木村邦佑君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。 

 

 

ミニ卓話「ロータリーの友月間に因んで」 
岩澤淑江会員［雑誌委員長］ 
「積んどく？」いや「読んどく」 

『ロータリーの友月間』ということで、少々 

調べたことをお話させて頂きます。ロータリ 

ーの雑誌は公式雑誌の The Rotarian と 32 の地域雑誌で構
成されています。地域雑誌は各国のロータリー活動の紹介や
RI会長のメッセージ等があり、The Rotarianより指定され
た記事をその地域の言語に翻訳して、その国の記事と併せて
作られています。 

 発行部数とページ数は日本（ロータリーの友）：95,500部・
76p インド：97,000部・124p  コロンビア：3,500部・24p

となっています。ロータリーの友はバックナンバーを含めウ
ェブサイトでの閲覧が可能となっています。 

 ロータリーの友は一部 200 円で販売されていますが、部
数ならびに広告収入の減少によって 2011年以降は赤字が続
いています。このことを前期理事の横浜ＲＣ清水会員は憂慮
されていて、自治体・銀行・図書館・病院といった公的な機
関に置かせてもらい、ロータリーの名前や活動内容を知って
もらう、また、入会候補者にも配布するなどして、会員増強
の一役を担うことを推奨されています。 

 ロータリーの友社は東京都港区にあり、その内容は 6名の
編集員と 34 名のロータリーの友地区代表が、ガバナー代理
として、熱心な討議の末決められています。月間のテーマに
合わせて特集が組まれます。例えば今月は「基本的教育と識
字率向上」と「ロータリーの友」の月間ですので、それにつ
いての特集があります。縦組みでは、 “SPEECH”2520地
区 IM特別講演の要旨、クラブを訪ねて（能代 RC）のほか、
投稿記事の“友愛の広場”“卓話の泉”小澤さんが投稿され
た“私の一冊”、中山さんが採用された“俳句・短歌・川柳”
“ロータリーアットワーク”、杉本行廣さんが投稿された
“声”といったものが続きます。 

 友誌はロータリーを知り、身近に感じることの出来る一冊
です。ゴミにするか、宝にするかは自分次第という印象です。 

杉本剛昭君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。本間先
輩、ようこそお越し下さいました。岩澤さん、ミニ卓話楽し
みにしております。 

畠田宏治君 “夏が来れば思い出す～”尾瀬に行ってきまし
た。いつもは日帰りですが、初めて１泊しました。山小屋は
本当に 9時消灯でした。持っていた本「老後の資金がありま
せん」は読めませんでしたが、音一つしない暗闇の中で、悟
りの境地に達しました。老後は何とかなるだろう。 

橋本正一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。岩澤さ
ん、卓話楽しみにしております。 

大竹孝一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。稲刈り
の時期で忙しくなりました。今年は夏に台風が来て、稲が倒
れてしまい、酒米 2000m2分の収穫ができず、捨てる事にな
ってしまいました。 

橋本祐一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。皆出席
表彰の伊藤さん、56年は本当にすごい事だと思います。おめ
でとうございます。 

安武 勝君 諸事お祝い申し上げます。岩澤淑江さん、卓話
楽しみです。岩澤さんのおかげでロータリーの友、ちょっと
読むようになりました。ありがとうございます。 

伊藤和明君 来年の地区大会ゴルフコンペは 10月 7日（月）
相模原ゴルフクラブです。今年は 3名の参加でした。来年は
4名以上の参加でクラブ対抗戦にもエントリーしたいです。 

熊澤孝之君 誕生祝・結記念婚祝の皆様、おめでとうござい
ます。皆出席表彰伊藤様、56年ブラボーです。目標が高すぎ
ますが、姿勢だけでも見習いたいものです。 

石田貴一君 諸事お祝の皆様おめでとうございます。過ごし
やすい気温となりました。皆様体調管理にお気をつけ下さい。 
［本日 33件、54,000円です］ 


