
 

◇歌唱 「我等の生業」「覇気あれ我クラブ」  ◇会長挨拶    

◇幹事報告        ◇卓話 会長エレクト 澤邑重夫君 『ＰＥＴＳ報告』 

◇退会セレモニー 畠田宏治君 
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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 

2019 年 3 月 14 日（木） 第２８４２回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 33 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

岩井 泰様（ＴＯＴＯ株式会社 新工場長・入会予定者）  

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より 

＊２０１９学年度新規米山奨学生及び継続学生のためのオリエ

ンテーション開催の案内 

 ◉４/７（日） オリエンテーション…１３：００～１６：００  カウンセ

ラー研修…１４：３０～１５：３０ 

  奨学生歓迎会…１６：００～１７：３０  ◉小田原箱根商工会議

所  ◉持ち物…米山奨学生ハンドブック 

＊地区研修・協議会について 

 ◉新会員部門より  参加対象者人数の変更  1～２名 ⇒ ３

年未満の会員（多数出席の依頼） 

 ◉駐車場の使用は、クラブから連絡をしたバス、マイクロバスの

み。（一般車両の駐車はご遠慮ください。） 

◇タウンニュース 

◎退会セレモニー 

挨拶：畠田宏治会員  

歌唱「さよならロータリアン」 

 

加茂正司君 春うらら。畠田さん、寂しいですが、お元気で。

岩井さん、宜しく。ご無沙汰ばかりで申し訳ありません。 

伊藤留治君 畠田さ残念です。岩井さんどうぞよろしくお願い

します。薗さんようこそおいでいただきました。 

杉本行廣君 春は人の行き帰りのにぎやかな時期ですネ。来た

る方々を歓迎しますとともに、送る友のご健勝を祈ります。 

田中賢三君 東京銀座ＲＣ薗さん、名誉会員加茂さん、ようこ

そいらっしゃいました。TOTO岩井新工場長、これからよろし

くお願いします。畠田さん、地域貢献をたいへん有難うござい

ました。 

大森久巳男君 TOTO新工場長・岩井様、ようこそ茅ヶ崎へい

らっしゃいました。心から歓迎致します。 

木村邦佑君 ゲスト岩井さんようこそ。畠田さん、お疲れ様で

した。春なのにお別れですね。お元気で。ゴルフドゥでパター

グリップを替えて頂いたおかげで今年の初ゴルフ、良いスター

トが出来ました。有難うございます。クラブを２本注文致しま

した。 

小八木隆男君 澤邑さん、卓話宜しくお願いします。岩井さん、

これから宜しくお願いします。 

成田栄二君 畠田さん、退会残念です。岩井さん、これからよ

ろしくお願いします。加茂名誉会員ようこそ！いつもとなりで

すね。薗さんお久しぶりです。澤邑エレクト、PETS 報告、楽

しみです。 

加藤 寛君 加藤 寛君 寒暖の差大きく、皆様お体大切にし

てください。 

河本啓伸君 畠田さん、私に無断で辞めるとは何事でしょう。

あなたの普通ではないキャラの喪失を惜しみます。北九州まで

ライブチケットを送りつけますので、私が紅白に出るまで応援

を続けなさいヨ。 

和田幸男君 岩井 TOTO工場長、よろしくお願い致します。畠

田さん、お元気で。澤邑さん、PETS報告お疲れ様です。 

 

◎スマイル報告 細井年春会員 

岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 岩澤あゆみ君＆中山冨貴

子君 TOTO新工場長・岩井様、東京銀座ＲＣ薗様、名誉

会員・加茂様、ようこそお越しくださいました。ホワイト

デーのプレゼントありがとうございます。ゴルフコンペ優

勝の木村邦佑会員おめでとうございます。澤邑エレクト、

PETS報告よろしくお願い致します。 

 

約 4 年の在籍でしたが、そ

の存在感は半端ねぇでした 
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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 

２／２１ ２８３９ ４５ ４２ ３２ ３ ７ ８３．３３％  

２／７ ２８３７ ４５ ３７＋６ ３８ １＋２ ２ ９０．７０％ ９５．３５％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

出口敬純君 畠田さん、短い間でしたが、面白いスマイルが聴

けて楽しかったです。岩井さん、入会おめでとうございます。 

澤邑重夫君 お客様ようこそ。本日は PETS 報告を行わせて

頂きます。何卒よろしくお願いいたします。 

横山 貢君 畠田さん、さみしいです。岩井さん、これからも

宜しくお願い致します。 

吉田恵子君 TOTO の岩井様ようこそいらっしゃいませ。あ

ゆみさん、ハワイお疲れ様でした。薗さん、いらっしゃいませ。 

大箭剛久君 今日は 3.14、円周率みたいですね。一時期、円周

率＝３などと教えていた時があったようですが、やはり味気な

さすぎると思います。何事も収めたいと思う今日この頃です。 

富田桂司君 ゲスト岩井様ようこそいらっしゃいませ。畠田さ

ん、短い間でしたがお世話になりました。昨日は江の島ボウリ

ングにて、法人会青年部の卒業式でした。ゲームの前に夢にま

で見た新名物「江の島プリン」を手に入れ、ゲームに参加致し

ました。卒業生にもプレゼントしましたが、大変おいしかった

と大評判でした。追伸 田中 PG、余ったプリンが出ましたら、

いつでもお引き取りさせ頂きます！たのしみにしております。 

北村公子君 梅の花も散りはじめました。桜の出番です。岩井

様ようこそ。入会歓迎致します。畠田さん、楽しいメッセージ

いつもありがとうございました。これからもお元気で！ 

杉本剛昭君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそお越し下さいま

した。畠田さん、ミクニスタジアムへラグビー観戦に行く時は

ご連絡させて頂きます。小倉へ戻られてもお元気で！ 

木村信一君 いつも明るく楽しく、でもとってもしっかりして

いる畠田さん。パンチのきいた畠田節がきけないのはとっても

残念です。深く胸に刻まれました。 

畠田宏治君 「また会う日まで～会える時まで～」「別れのそ

のわけは～」．．．転勤です。「お世話に～なりました」 

岩澤淑江君 薗さんようこそ。同期の畠田さんがいなくなるな

んて！心細く寂しい限りです。今後はふるさとにユニークな発

想で笑いをふりまいて下さい。楽しい楽しい人生をおくられま

すよう。岩井さん、よろしくお願いします。 

小澤雅彦君 ３年前に入会してすぐに声をかけて下さったの

が畠田さんでした。入会間もない緊張感や孤独感を和らげてく

れました。そのお人柄は私の手本となりました。また今後も元

気でご活躍を！ 

橋本正一君 岩井さん、ようこそ。畠田さんいろいろありがと

うございました。お元気でいて下さい。九州はよく参りますの

で、またお会いしましょう。 

大竹孝一君 畠田さん、残念です。ユーモアあふれるスマイル

ソングが聞けなくなるのがさみしいです。新しい環境でも持ち

前の明るさで周囲を和ませてください。お元気で。岩井様よう

こそ。 

橋本祐一君 岩井様、茅ヶ崎ＲＣへようこそ！と言っても私も

4月 1日付で茨城局へ異動になります。4月４日の例会で後任

をつれて参加いたしますので、引きつづきよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

伊藤和明君 昨日のコンペと懇親会にご参加の皆様、楽しい時

間をありがとうございました。次回 6月 26日も宜しくお願い

します。 

［本日 29件、38,000円です］ 

 3 月 12 日、会長予定者研修（President Elect Teaching 

Seminar = PETS）がありました。これは会長予定者が受ける

ことになっている義務で、私も参加してきました。 

 RI会長はアメリカ・アラバマ州ジケーターRCのマーク・マ

ローニーさんで、奥さんも同じクラブのパスト会長、お二人と

も弁護士だそうです。テーマは「ロータリーは世界をつなぐ」

です。この内容について紹介してくれたのは、次年度地区ガバ

ナーの杉岡芳樹さんです。略歴としましては、うちの子クラブ

である相模原 RCの会員で、相模原商工会議所の会頭をされて

います。2780地区の方針としては「１クラブ１奉仕プロジェク

トを」ということです。こちらも読んでそのままという感じで

わかりやすいです。私もこれからクラブの方針を立てるわけで

すが、なるべくわかりやすい一文にしたいと思っています。 

 増強と寄附ということに関しましては「女性会員と 40 歳未

満の会員を重点的に。そして２名以上の純増を」ということと、

「財団や米山への寄附というとあげっぱなしで抵抗があると

いう話が出るということで、支援という名前にした方がより気

持ちよく出せるのでは」というお話をされていました。確かに

ロータリーで言う寄附は活動に参加するためのお金ですので、

支援という呼び名に変えた方がよいというのは、同意するとこ

ろでした。 

 基調講演は横須賀 RC の元 RI 理事の小沢さんと甲府 RC の

野口英一さんで、野口さんは山梨日日新聞と放送局の社長さん

です。それぞれ 30 分ずつ、とてもためになるお話をされまし

た。小沢さんによると、RI のマローニ会長も 8 月に来日され

て、そのうち 1日は当 2780地区にお越しになるとのことです。

野口さんは地元の社長に無理やりロータリーに入会させられ、

嫌で嫌でしかたなかったところに、ある委員会を任されてから

は俄然やる気になって、いつのまにやらガバナーも経験され、

現在は日本第２ゾーンの恒久基金・大口寄附アドバイザーとい

う役職に就かれています。嫌々でやっていたこともやり切って

しまえば、素晴らしい景色が見られるというお話をされていま

した。 

 配布しました資料をご覧下さい。寄付金に関しましては、当

クラブでは幸いなことに、会費とともに引落しとなるので、目

標額に達することになります。また、地区カレンダーをご覧頂

くと、ガバナー公式訪問は 9月 26日、10月 20日に地区大会、

11月 30日に新会員の集い、2月 15日に第 4グループの IMが

あります。IM は当クラブが ホストとなります。ご協力のほ

どよろしくお願い致します。 

 

卓話「PETS報告」澤邑重夫会員 

2008年入会 職業分類：社会保険労務士 

2012-2013年度 幹事 2014-2015年度 会長 

次年度は２度目の会長就任予定 


