
 

◇歌唱 「我等の生業」「覇気あれ我クラブ」  ◇会長挨拶     ◇幹事報告  

◇委員会報告 ＩＭ実行委員会 他      

◇卓話 「半期報告」 澤邑重夫会長・杉本剛昭幹事    
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60代会長 澤邑 重夫 

第 60代幹事 杉本 剛昭 

2020 年 1 月 16 日（木） 第２８８１回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 26 

＝本日の例会行事＝ 

◎幹事報告 

◇ガバナー事務所より    

＊２０２０ 規定審議会立法案提出のお願い 

＊米山奨学金終了生終了式/歓送会開催のご案内 

 ◉２/１６（日）  終了式…１５：００～１６：００  歓送会…

１６：００～１８：００   ◉第一相澤ビル 

＊ロータリー奨学生帰国報告会のご案内  ◉２０２０年 

２/２（日）  ◉湘南クリスタルホテル３階 

 ◉第１部 奨学生帰国報告会 １４：００～１５：３０  ◉第

２部 懇親会 １５：４０～１７：００  ◉参加費 ３，０００円 

◇ロータリー米山記念奨学会より  マンスリーニュース

「ハイライトよねやま」Ｖｏｌ．２３８ 

◇タウンニュース  

◎委員会報告 

ＩＭ実行委員会［大箭会員］：日程・リーフレットの確認 

地区平和フェロー［中山会員］：ロータリー奨学生帰国報

告会について 

 

スマイル報告 石田貴一会員 

澤邑重夫君 本日は半期報告です。何卒よろしくお願

いいたします。 

杉本剛昭君 本日は半期報告をさせて頂きます。澤邑

会長がほとんどお話して下さると思いますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

北村公子君 先日は義母の葬儀に御会葬いただき、あ

りがとうございました。百歳の天寿を全うし、皆様に

送られて良かったと思います。私もまだまだがんばら

ねばと思います。 

伊藤留治君 会長・幹事、半期報告よろしくお願いし

ます。 

和田幸男君 澤邑会長・杉本幹事、半期報告お疲れ様

です。 

大森久巳男君 ガバナー補佐和田幸男様、いよいよＩ

Ｍが近づいてきましたね。テーマ「つながり」期待し

ています。 

大箭剛久君 110番に電話をするうちの 18%は不要不

急の用件だそうで、ひどいのは「携帯を替えたのでか

けてみた」「ゴキブリを退治してくれ」「酔っ払って帰

れないのでパトカーで送ってくれ」「今日は何日？」な

ど．．．。警察に同情してしまいます。 

小澤雅彦君 コカ・コーラを飲んでオリンピックチケ

ットを当てようキャンペーンにチャレンジするため、

毎日コーラを飲んでいる私です。一回応募するのに、

15本のコーラをのまなくてはならず、ただいままだ 3

本。まだまだ頑張ります！  

左）小八木ソングリーダー 右）大箭ＩＭ実行委員長 
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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 

１／１６ ２８８１ ４２ ３９ ３３ ２ ４ ８９．７４％  

１２／１９ ２８７９ ４３ ３６＋３ ３５ ２＋１ １ ９４．８７％ ９７．３６％ 

 

出席報告 徳舛幸丈会員 

水嶋 聡君 皆様に幸有れ！ 

熊澤孝之君 ＩＭテーマ「つながり」2月 15日の盛会

を祈念してスマイルします。 

野中範郎君 毎日飲みすぎで辛いです。 

石田貴一君 澤邑会長・杉本幹事、半期報告お願い致

します。 

［本日 14 件、45,000円です］ 

卓話「半期報告」 澤邑重夫会長 

 年度当初に委員会計画書の中で掲げた基本方針と

いうのは「ロータリーの魅力を確認しよう」というも

のでした。その中に例会の充実、親睦と奉仕を楽しむ、

ロータリーの仲間を増やすといったことを挙げまし

た。例会の充実ということでは、出席率、当クラブで

は従来の出席率計算方法を使っていますが、クリスマ

ス家族会で 97%、本日も 89.74%とほぼ 9割を維持し

ています。 

 ここ半年では、浜降祭の清掃に始まり、その後お盆

にビジネス体験隊など、皆さんのご協力ありがとうご

ざいました。スペインクラブでの研修委員会では、湘

南クラブの松宮さんに職業奉仕のことでやり込めら

れた（笑）感じがします。同じくスペインクラブでの

増強委員会では、委員長の小澤さんがワールドカップ

ラグビーのユニフォームに仮装されて登場しました。

僕もやろうと思ったのですが、酒が入らないとなかな

かできずにスーツで失礼致しました。増強と言えば、

本日これから入会希望の方と会うことになっていま

す。先日 2名の方が退会されたこともあり、少しでも

盛り返したいと思う次第です。 

 11月 1日に、僕と幹事と吉田さん・中山さんとで、

東京駅のフランス商工会議所へ行ってきました。そこ

にラグビー日本代表の中島イシレリさんがいらして、

吉田さんが作っている鶴を渡したり、一緒に写真を撮

ったりして、親睦を深めてきました。その際には中山

さんの営業力に助けられました。私も見習わなければ

と思った次第です。 

 先日のクリスマス家族会では、木村信一親睦委員長

をはじめとする皆さんに楽しませて頂きました。オー

クションでは 7~8年前の台湾のお土産が出て来て、私

が今年の分も併せて 8 万円で 2 つ買い取ることにな

ったのですが、所持金が足らず、ツケにしてもらおう

と思いましたが、幹事が狛犬みたいなやつを 3万円で

買い取ってくれました。スマイルかいけいにツケが出

なくてよかったです（笑）。 

 残り約半年、まずは 2 月 15 日の IM をしっかりや

りたいと思います。皆さん、出席をよろしくお願い致

します。そして、3 月頃にもう一度増強委員会を開き、

新会員も入ることですので、親睦委員会の皆さんには

新会員歓迎会も企画して頂けたらなぁと思います。そ

します。そして、3 月頃にもう一度増強委員会を開き、

新会員も入ることですので、親睦委員会の皆さんには

新会員歓迎会も企画して頂けたらなぁと思います。そ

れと同時に下里さんのお別れ会もやれたらと思いま

す。5 月 14 日は親睦旅行になっています。今年は理

事の皆さんの異議がなければ、静岡に１泊で行きたい

と思います。すごい山奥の、ロータリーでなければ絶

対に行かないであろう温泉に行きます。残る半期もま

たよろしくお願い致します。 
 

杉本剛昭幹事 

 ラグビーワールドカップにかまけていたこともあ

り、残り半年に課題が山積みだなぁと思っています。

まずは 2 月 15 日に IM、そして理事会を通してから

ということになりますが、3 月 19 日に増強委員会を

夜にやりたいと考えています。4月は茅ヶ崎湘南ロー

タリーさんとの夜間合同例会があります。5月には親

睦旅行で寸又峡温泉に行って SLに乗ろうと計画して

います。6 月は前倒しになった浜降祭が 14 日に行わ

れますので、6 月 11 日の例会を移動例会にする予定

です。もちろん、すべては理事会を通ってから正式に

アナウンスさせて頂きます。 

 また、4 月 19 日は東海大学で地区研修協議会があ

ります。多くの会員皆様に御出席頂くことになろうか

と思います。6月 6日からはホノルルでの国際大会が

行われます。こちらもまだ募集中ですので、是非多く

の方に行って頂ければと思います。 

 私自身の宿題としては、クラブ戦略計画を早く何と

かしないといけないなと思っています。皆が参加でき

る戦略計画を策定したいと思っています。来月卓話で

お話させてもらうことになっています。 

 規定審議会で採択されたメーキャップの件ですが、

当クラブでは戦略計画のメンバーと理事会メンバー

で構成される細則検討委員会というものを設置して

います。年度内に細則の決定をすることになっていま

す。諸々地ならしをして、周年事業の待ち構える大箭

年度へと引き継いでいきたいと思っています。残り半

年、よろしくお願い致します。 

 左
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