
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」        ◇入会セレモニー［宇野雅仁君］ 

◇会長挨拶                 ◇幹事報告    

◇委員会報告［奉仕プロジェクト 他］    ◇ガバナー補佐卓話 當間安弘第４グループ AG 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63 代会長 中山冨貴子 

第 63 代幹事 富田 桂司 

2022 年 8 月 25 日（木） 第２９８２回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 7 

 

◎ゲスト・ビジター紹介 

◉當間安弘様 （第４グループ ガバナー補佐 茅ヶ崎中央Ｒ

Ｃ）◉竹内悟門様 （第４グループ ガバナー補佐幹事 茅ヶ崎

中央ＲＣ）◉久保田直人様 （柾木会員ゲスト） 

◎入会セレモニー 

宇野雅仁君（紹介者：水嶋会員） 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より 

◇地区大会パンフレット  国際ロータリー第２７８０地

区 ２０２２～２０２３年度地区大会  ◉１０/１５（土）…

レンブラントホテル東京町田  ◉１０/１６(日)…相模原市

民会館  ◉記念講演…さかなクン 「お魚と環境のはなし」   

◉ホストクラブ…津久井中央ＲＣ 

◇「第２０回記念ロータリー全国囲碁大会」のご案内   

◉１１/５（土）◉開会式…１０：００ ◉表彰式…１６：００ 

◉東京 市ヶ谷の日本棋院本院 １階対局室   

◉参加料…７，０００円 

◆６ＲＣ親睦ゴルフ大会実行委員会（ホスト：寒川ＲＣ）   

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会実施要項   ◉１０/１４（金）  

◉清川カントリークラブ  ◉登録締切…９/１５(木) 

◉プレー費…１７，９６０円  ◉登録料…５，０００円   

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会へご寄付のお願い ◉会長…１０，

０００円  ◉幹事…５，０００円 

◆米山梅吉記念館より 

◇『館報 秋号 ２０２２ Ｖｏｌ.４０』  ◇賛助会ご入会

のお願い  ◉賛助会員…年間 1 人 ３，０００円（１口） 

◉『全国１人１００円募金運動』も継続中 ◇秋季例祭  ◉

９/１７（土） １４：００～  ◉米山梅吉記念館ホール 

◆タウンニュース 

＝本日の例会行事＝ 

左）新入会の宇野会員 

右）細井ソングリーダー 

スマイル報告 澤邑重夫会員 

當間安弘様（第 4グループガバナー補佐・茅ヶ崎中央 RC）9

月 8 日のガバナー公式訪問に先立ってのガバナー補佐訪問で

す。RI 会長の紹介とテーマの説明、ガバナーの紹介と指針の

説明をつたない話になると思いますが、させていただきます。

ガバナー公式訪問時の質問事項をいただければ、しっかりお

伝えし、実りあるガバナー公式訪問にさせていただきたいと

思います。本日もよろしくお願いいたします。 

竹内悟門様（第 4グループガバナー補佐幹事・茅ヶ崎中央 RC）

本日はガバナー補佐訪問になります。どうぞ宜しくお願い致

します。 

森嶋洋子様（相模原かめりあ RC）茅ヶ崎 RCの皆様はじめま

して。茅ヶ崎在住の森嶋と申します。地元でメイクアップ楽し

みにして参りました。また當間 AG 訪問とのこと、どうぞ宜

しくご指導お願い申し上げます。Happy Smile!! 

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 

８／２５ ２９８２ ４０ ３７ ３１ ２ ４ ８９．１９％  

８／４ ２９８０ ４０ ３７＋１ ２４ ５＋３ ６ ７６．３２％ ８４．２１％ 

 

 

 

 

 

出席報告 岩井 泰会員 

中山冨貴子君 當間安弘ガバナー補佐、竹内悟門ガバナー補

佐幹事、本日はどうぞ宜しくお願い致します。宇野雅仁会員入

会おめでとうございます。ゲスト久保田直人さま、茅ヶ崎 RC

へようこそ。楽しんでいって下さい。 

田中賢三君 當間ガバナー補佐、竹内補佐幹事様本日はよろ

しくお願いします。かめりあ RC 森嶋さん、久保田さんよう

こそいらっしゃいました。宇野さん御入会たいへんおめでと

うございます。Enjoy Rotaryで行きましょう。 

大森久巳男君 お客様、當間様・竹内様・久保田様・森嶋様、

ようこそいらっしゃいました。新会員、宇野雅仁様、入会おめ

でとうございます。心から歓迎致します。 

和田幸男君 當間ガバナー補佐、よろしくお願い致します。新

会員の宇野さん、よろしくお願い致します。 

吉田恵子君 長野県上田鹿教湯温泉に行ってまいりました。

たいへん涼しかったです。27日の夜、無言館のドラマがあり

ます。お時間のある方は見てあげて下さい。24時間テレビ（日

テレ）です。ゲストの皆様ようこそいらっしゃいました。 

成田栄二君 當間 AG、卓話よろしくお願いします。宇野様、

入会おめでとうございます。久保田さん、ゆっくりしていって

下さい。AG補佐、地区副幹事ようこそ！ 

河本啓伸君 宇野さん、入会おめでとうございます。當間ガバ

ナー補佐、よろしくお願いします。10/23（日）懲りずにワン

マンライブを開催致します。どうしてもご来場になりたい方

は河本までお声掛けください。 

岩澤あゆみ君 當間 AG、竹内 AG 補佐、ゲストの久保田さ

ん、森嶋さんようこそお越しくださいました。久保田さん、ロ

ータリーでお会いできるとは！嬉しいです。絶対入会してね。

森嶋さんにはいつも仲良くして頂いて感謝です。當間 AG、卓

話お願いします。 

大箭剛久君 うちの犬が以前から私の鼻の穴ばかり舐めるの

で、なぜだろうと思っていたのですが、先日アルコールのエキ

スがにじみ出しているからではないかとの説を聞いて、妙に

納得してしまいました。 

加瀬義明君 當間ガバナー補佐、並びに地区役員の皆様、 

久保田直人さま、ようこそいらっしゃいました。宇野さん、入

会おめでとうございます。 

木村信一君 當間さん、竹内さん、久保田さん、ようこそいら

っしゃいました。宇野さん、ご入会おめでとうございます。 

伊藤和明君 宇野さん入会おめでとうございます。宜しくお

願いします。 

永田輝樹君 ゲストの皆様ありがとうございます。ご入力の

宇野様おめでとうございます。これからよろしくお願い致し

ます。 

柾木太郎君 久保田様ようこそ！入会の宇野様よろしくお願

いします。ゲストの皆様ようこそ。世の中不安定ですが、明る

く行きましょう。 

秋本一茂君 9月 4日（日）はサザンビーチ花火大会です。今

年は 15分の短縮ですが、楽しみです。 

平賀裕祥君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそおいでくださ

いました。宇野さん、久保田さんどうぞよろしくお願いしま

す。 

宇野雅仁君 本日入会させていただきました。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 

澤邑重夫君 お客さまようこそ。當間さん、本日は卓話よろし

くお願いいたします。宇野さん、先日はおじゃましました。入

会おめでとうございます。 

水嶋 聡君 ゲスト・ビジターの皆様いらっしゃいませ。當間

ガバナー補佐、竹内ガバナー補佐幹事、ようこそいらっしゃい

ませ。宇野雅仁さん、入会おめでとうございます。これからも

ヨロシクお願い致します。皆様に幸有れ！ 

［本日 22件、29,000円です］ 

 ガバナー補佐訪問に於いて、當間安弘 AG はジェニファ

ー E. ジョーンズ RI 会長のビジョンと目標、佐藤祐一郎

2780地区ガバナーの指針について、簡潔なまとめとエピソ

ードを伝えてくれました。 

 ジョーンズ RI 会長テーマである「Imagine Rotary」が

「想像してください ポリオのない世界を／みんなが安全

な水を使える世界を／病気のない世界を／すべての子供た

ちが読むことのできる世界を／やさしさ、希望、愛、平和

を」を意味するということや、ロゴの由来（オーストラリ

ア原住民アボリジニのデザイナーの作であること）といっ

た説明をしてくれました。また、会長が標榜する“DEI”

（Diversity, Equity, Inclusion）のうち、特に Equity と

Equalityの違いはたいへんわかりやすいものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐藤ガバナーの指針として挙げられている「取り戻そ

う！」の内容として「COVID-19による 2年間あるいは 117

年のロータリーの歴史の中で会員として、あるいはクラブ

として、失ったり、忘れたり、希薄になってしまったもの

があるとすれば、変革と共に、もう一度取り戻すべきもの

を確認し、取り戻しましょう！」の具体例として 

会員数（仲間を増やそう！DEIは変化への適応力を高め、

活動範囲を拡げます） 

親睦活動（仲間を作ろう！クラブ・クラブを越えて）  

奉仕活動（仲間と行動しよう！地域・世界 ） 

寄付（ポリオ根絶/＄40・R財団/＄200・米山/2万円） 

地域やグループでの学びと懇親の集会（IM） 

地域の青少年とのふれあいと育成（RYLA） 

学ぶ機会と充実した例会（新会員のサポート・卓話の充実） 

ロータリーの誇り 

を示してくれました。 

卓話 當間安弘ガ

バナー補佐と竹内

悟門ガバナー補佐

幹事 


