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第 1198回例会

先週末の地区大会にご参加された皆様、有難うござ

・地区大会のお礼

いました。非常に楽しい 2 日間を過ごし「地区大会っ ・2018-19「新会員の集い」案内 登録期限：1／末
て良いな」と改めて思いました。今日は、ガバナー公

日時：3／22（金）16：00～23（土）12：00

式訪問 2 週間前です。後程、清水 AG から色々お話が

場所：ローズホテル横浜（中区山下町 77）

あると思いますが、その前に皆様にご相談があります。

登録料：15,000 円

本来ならば理事会で諮る案件ですが、日程的に差し迫

例会変更

対象：入会 4 年未満・会長

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

っている事、理事会メンバーが全員出席していること

10／19（金）相模原グリーン※

もあり、この場を借りてお話します。1 つは青少年交換

10／22（月）相模原東※

についてです。今年は応募者が大変多く、第 5 グルー

10／24（水）相模原西

プから 4～5 名いるそうです。今年度は応募先が最寄り

10／29（月）相模原東※

の RC か、ガバナー事務所の 2 か所となり、直接ガバ

10／30（火）相模原南

ナー事務所に応募した方です。高校 1 年生の女子（聖 その他来信
セシリア／大和）で、相模原市南区在住です。石田地

相模原柴胡※
相模原柴胡※
相模原中※

ハイライトよねやま 223 号

ビジター＆ゲスト

清水寿人 様（AG／相模原柴胡）

区委員長から、第 5 グループでスポンサーをという依
頼です。それとは別に、橋本 RC に応募している 2 名

早いもので、年度が替わりもうすぐ

の内、1 人を大野 RC にお願いできないかという件です。

4 ヶ月です。6 月頃から体調を崩し、食

清水 AG も地区青少年交換委員長の経験があり、ご相

欲不振で少し痩せましたが、お陰様で

談させて頂きました。派遣されるのはグループから 1

今は順調に戻っています。AG の重圧

名なので、例え 2 人のスポンサーRC になっても、実際

に負けてしまったのかなと思っていま

には 0 か 1 名です。アウトバウンドなので、カウンセ す。脇ガバナーの紹介ビデオをご覧頂きましたが、お
ラーを 1 人出すだけです。引き受ける RC が無いと、

人柄を垣間見ることが出来たと思います。このビデオ

受験が出来ませんので、2 名のスポンサーRC になる事 のコメントを含めながら、私の自己紹介をさせて頂き
をご了承頂けますか。
（拍手をもって了承）では、手続 ます。脇ガバナーは 3 代目の材木屋ですが、私は 2 代
を進めさせて頂きます。もう 1 つは“ふるさとコンサ 目の材木屋です。同業なので声が掛かったのかなと思
ート”です。2019 年 3 月 17（日）に第 10 回目を開催 っています。私も、大学卒業後直ぐに家業を継ぎまし
し、谷口台小・共和小・上溝小の吹奏楽部も参加予定

た。建設業も宅建業も同じように併設はしていますが、

です。先日、加藤大聖君から仮の案内を頂き、大野 RC ガバナーは現在、不動産管理をしているそうです。私
の皆さんにも、是非ご協力頂きたいという事です。今

は妻と 3 人の子ども（長女･長男･次男）
、両親と同居し

年度の協賛金は予定通り出しますが、自分達でもスポ

ています。ロータリー歴は、2006 年 3 月の相模原柴胡

ンサーを探すように話しました。現時点でも予算的に

RC 創設時に、チャーターメンバーとしてロータリア

不足しているとのことで、スポンサー探しに協力して

ンの仲間入りをしました。2007-08 年度にクラブ幹事、

頂けないかと言う事です。加藤大聖君と連絡を取り合

2009-10 年にはクラブ会長を務めました。2007-08 年

い、小口会員にお願いしたいと思いますが如何でしょ

度に、娘が青少年交換学生として、オーストラリアに

うか。お引き受け頂きましたので宜しくお願いします。 派遣された翌年の 2008-09 年度から、地区青少年交換

委員を 3 年間務め、副委員長・委員長も経験しました。 に伝え、RC と地区を結び付ける大切な存在になるの
その後危機管理委員を 2 年、佐野年度には増強委員、 が、AG の大事な使命と考えています。来年の 6 月 30
大谷年度には地区副幹事を務めました。ロータリーに

日迄、皆さんと一緒に第 5 グループと第 2780 地区を

一生懸命取り組んで来た積りですが、娘の青少年派遣

盛り上げて行きたいと思います。是非、宜しくお願い

を前に、4 月に脳梗塞で倒れました。幸い後遺症は残

致します。最後に、9／13 に新クラブが誕生しました。

りませんでしたが、当時の笑い話が 2 つあります。処 相模原かめりあ RC です。第 5 グループ 13 番目の RC
置が早く回復はしましたが、入院中何度か意識が遠の

です。相模原西 RC がスポンサーで、大野 RC とは兄

く事がありました。その時、妻がベッドに背を向けて

妹 RC になります。総勢 28 名のチャーターメンバー

肩を震わせていたのが見え、私を心配してと思ったら

でスタートしました。方々に声を掛けたところ、偶然

保険証書を見ていたそうです。娘も大泣きしましたが、 ですが全員女性でした。全国的にも注目されています。
留学できなくなると思い泣いたという事でした。4 年

勿論、男性の入会も可能です。大野 RC さんのお力添

前には狭心症を患い、2 か所ステントが入っています。 えも頂いて、育てて頂ければと思います。第 2 火曜日
後遺症もなく元気で過ごしていましたが、娘が外国人

と第 4 木曜日、16：30 点鐘、慈生会病院内の一室で

と結婚すると言い出し悩まされました。昨年結婚して

例会を行っています。互いに刺激を受けながら、より

今年 7 月には孫が誕生し、初めて“ジィ”と呼ばれ嬉 よい RC を目指して頂きたく宜しくお願い致します。
しくなりましたが、仕事の都合で来年 1 月の渡米が決 10／31 は、通常通りの例会で、卓話の時間を 30 分程
まり、一緒にいられる時間も残り僅かになりました。1 取ってください。点鐘後約 1 時間、ガバナーを交えて
月以降、落胆していたら優しい言葉を掛けて下さい。

の懇談会では、屈託のないご意見や質問で有意義な時

ロータリーは 1905 年 2 月 23 日に、ポール･ハリス

間にしたいと思います。是非とも大勢のメンバーで迎

の第 1 歩から始まりました。毎年 RI 会長がテーマを

えて頂きますよう、宜しくお願い致します。その後に

決めて発表します。1935 年にポール･
ハリスは“世界

は、座間会長の店に集まるそうなので、時間のある方

は常に変化している。ロータリーは世界と共に変化し、 はお付き合い下さい。脇ガバナーも喜ぶと思います。
成長して行かなければならない。ロータリーの物語は、
何度も何度も書き換えられなければならない。”と名言
を残しました。昨年度の RI テーマは、イアン･ライズ
リー氏が“ロータリー：変化をもたらす”としました。
それを受けて、今年度のバリー･ラシン会長は、
“イン
スピレーションになろう”と掲げました。創設以来、
113 年の歴史を持つロータリーの役割は、世界におい
て、また、会員の人生において、絶えず進化してきま
した。ロータリーは今も、そしてこれからもずっとポ
ール･ハリスが思い描いていた団体であり続けます。ロ
ータリーの奉仕は、人々の人生そして地域社会を変え
るものです。真に変化を生み出す奉仕を、もっと実現
するための自分の役割、そして世界におけるロータリ
ーの役割を、これからも違う角度で見据えて行く必要
があると思います。それがインスピレーションに繋が
ります。それぞれのクラブのインスピレーションのた
めに、補佐の役割として、ガバナーの考えや地区方針

出 席 報 告

をしっかりと第 5 グループの皆様に

スマイル報告
清水寿人

様

今年度累計

￥91,500

皆様こんにちは。本日は、ガバナー公

式訪問前の補佐訪問でお邪魔させて頂きます。短い時
間ですが、宜しくお願いいたします。
座間勇

会長

清水 AG、お忙しい所、有難うござい

ます。ガバナー公式訪問、宜敷くお願い致します。
藤井啓三

会員

長い間休みをもらい、有難うござい

会員

長く休みまして、申し訳ありませ

ました。
大野治雄

ん。これからは出席するよう頑張ります。
布野一喬

幹事

清水 AG、ようこそお越し下さいま

した。お忙しい中、本当にありがとうございます。2
週間後も宜しくお願い致します。

今後の予定
10／31（水）ガバナー公式訪問
11／7（水）【R 財団月間に因んで】田所地区委員長
11／14（水）卓話／中丸剛 会員
11／21（水）クラブ協議会【相模女子大･車椅子について】

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

12 名

1名

2名

2名

92.30 ％

10／3 61.54 ％

