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2019 年 2 月 7 日（木） 第２８３７回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 28
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「君が代」
「奉仕の理想」
◇諸事お祝

◇四つのテスト唱和［大竹孝一会員⇒］

◇会長挨拶

◇委員会報告［雑誌 他］

◇幹事報告
◇ミニ卓話［小八木隆男会員］

◎ゲスト・ビジター紹介
徳舛真弓様（徳舛会員令夫人）グエン・カーニーさん（米山
奨学生）劉 艶明さん（米山学友）
◎諸事お祝
☆誕生祝 杉本行廣君・田中賢三君・出口敬純君・加瀬義明
君 （ボールペン） １月分：小八木隆男君
（お祝いの歌：おめでとうロータリアン）
☆結婚記念祝 徳舛幸丈君♥真弓様 ・ 田中賢三君 ・ 和田
幸男君 （ペアグラス ・ ご夫人：花束）
◎米山学友挨拶 劉艶明さん
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催のお知らせ
◉３/１２（火） １０：００点鐘
◉藤沢商工会館ミナパ
ーク
＊米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引き受けにつ
いてのお願い
◉氏名…チン フュトゥン（男性） ◉国籍…ベトナム ◉大
学…湘南工科大学 ◉期間…２０１９年４月～２０２０年
３月
◇ロータリーの友事務所より ＊ロータリーの友 ２月号
＊２０１９-２０年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願
い
◉１冊：６４８円 ◉注文締切・・・２/２５（月）
◇ＯＮＥＮＥＳＳ ＧＲＯＵＰより
Ｏｎｅｎｅｓｓ Ｍ
ｉｎｄ ｖｏｌ.２２
◇タウンニュース
◎委員会報告
澤邑会員［会員増強］
：3/7（木）に委員会開催
田中会員［クラブ研修］
：3/28（木）愉快爽快にて炉辺会合
開催。16:30～入浴、18:00～会合を予定
富田会員［補助金］
：2/21 例会後に委員会開催
加瀬会員［奉仕プロジェクト］
：2/28 国際奉仕をメインに三
大奉仕フォーラム開催。60 周年記念事業について
伊藤和明会員［ゴルフ同好会］
：3/13 コンペ。その後スペイ
ンクラブにて懇親会。会費 5,000 円
岩澤淑江会員［雑誌］
：ロータリーの友 2 月号注目記事紹介

スマイル報告 石田貴一会員
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 諸事お祝いの皆様おめでとう
ございます。徳舛さん・奥様ご結婚記念おめでとうございます。
本日はお越し頂きありがとうございます。元米山奨学生劉艶明
さん、ようこそお越し下さいました。小八木さん卓話宜しくお
願い致します。
田中賢三君 誕生祝・結婚記念祝、たいへん有難うございます。
運転免許証更新や健康保険の仕組みが変わってとまどう年齢
になりました。これからもよろしくお願いします。お客様よう
こそ。
杉本行廣君 徳舛夫人ようこそいらっしゃいました。諸事お祝
いの皆さんおめでとう。小生も今月 20 日で 83 才になります。
クラブで三番目の老齢者です。
和田幸男君 結婚祝ありがとうございます。
出口敬純君 徳舛君、お久しぶりです。真弓令夫人、グエンち
ゃんようこそいらっしゃいました。誕生日プレゼントありがと
うございます。
伊藤留治君 徳舛様・奥様ようこそお越し下さいました。諸事
お祝いの皆様おめでとうございます。劉さんお久しぶりです。
カーニーさんいらっしゃい。
池上 實君 諸事お祝いの皆様、お天気も良く心よりお祝い申
し上げます。徳舛様ご夫妻、元米山奨学生劉さんようこそ。グ
エン・カーニーさん、お元気そうで。お会い出来て嬉しいです。
山口利通君 劉さんようこそ。おげんきそうですね！徳舛君、
カムバックおめでとう！夫人もようこそいらっしゃいました。
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとう。徳舛様令夫人よ
うこそ。徳舛様お身体大切にゆっくりと復帰して下さい。今朝
は雨上がりの気持ちよい朝でしたね。
小八木隆男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。本
日、出席委員会ミニスピーチをさせて頂きます。宜しくお願い
致します。
徳舛幸丈君 しばしの休養終了へ向け日々精進。
熊澤孝之君 徳舛真弓様、グエン・カーニーさん、ようこそ。
劉艶明様、初めまして。ようこそ。諸事お祝いの皆様おめでと
うございます。
下里洋一君 バレンタインチョコ大変ありがとうございます。
感激です。
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斉藤信夫君 諸事お祝いの方おめでとうございます。私は雑学
を話したいのです。
成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。徳舛夫
人ようこそ！ミニスピーチの小八木さん、期待しています。
河本啓伸君 女性会員の皆様、チョコレートありがとうござい
ます。バレンタインが近づくと、このクラブに女性が初めて入
った日のことを思い出します。これからもやめたりしないでネ
💛
澤邑重夫君 諸事お祝いのみなさま、おめでとうございます。
お客さまようこそ。さてみなさん、ビートきよしをご存知でし
ょうか。2 月 18 日 18 時、ラスカの 6 階に来ます。行ってみて
もいいな、と思った方は岩澤会長か和田さんか大箭さんか杉本
副幹事か私にお声掛け下さいね。
半田朋子君 皆様こんにちは。ゲストの皆様よくいらっしゃい
ました。先週は私のへたな卓話、すみませんでした。もっと勉
強致しますので、今後とも宜しくお願い致します。
杉田祐一君 徳舛真弓令夫人、カーニーさんようこそいらっし
ゃいました！諸事お祝いの皆様おめでとうございます！
吉田恵子君 徳舛会員令夫人ようこそいらっしゃいませ。諸事
お祝い申し上げます。
大箭剛久君 先日、家内と二人で上映中の「七つの会議」を見
て来ました。豪華なキャスティングで結構楽しめました。内容
は企業の不祥事の隠ぺい問題で、
「四つのテスト」に見事に反し
た会社だなと感じました。皆様もぜひご覧下さい。
加瀬義明君 徳舛さん、お久しぶりです。元気な顔を見れて嬉
しいです。劉艶明さんようこそ！カーニーちゃん、いよいよ卒
業ですね！
富田桂司君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます！ゲスト
徳舛真弓さん、カーニーちゃんようこそいらっしゃいませ。次
回例会後 2/21 は補助金プロジェクト委員会を開催いたします。
委員の皆様よろしくお願い致します。
北村公子君 梅の花がほころびはじめました。徳舛さん、奥様
ようこそ。カーニーさん卒業も間近になりましたね。諸事お祝
いの皆様おめでとうございます。ミニスピーチの小八木さんよ
ろしくお願い致します。
杉本剛昭君 先週の例会はお休みさせて頂き、名古屋で外国人
の在留関係の申請を本人に代わって行うことができる資格の研
修を受けてきました。最後に考査があるのですが、ウン十年ぶ
りに満点をとることができ、小さくガッツポーズ。研修のあと
は当然のように夜の街へ繰り出しましたが、こちらは赤点でし
た。飲み過ぎ注意と、いつも飲んだ翌日の朝だけ思います。で、
今日もそう思っています。二日酔いです。スミマセン。
畠田宏治君 トートツですが、クリスマス家族会でいただいた
大竹さんからのお米、とってもとってもとってもおいしかった
ですよね。ごちそうさまでした。
岩澤淑江君 徳舛ご夫妻、カーニーちゃんようこそ。祝の皆様
おめでとうございます。先日は濱時間においでいただきありが
とうございました。改めて自分の職業を見つめることができま
した。立春大吉なにかいい事ありそうな春が来ます。
小澤雅彦君 徳舛ご夫人、劉さん、カーニーちゃんいらっしゃ
いませ！先日 TOTO さんでウォシュレットのノズルの清潔さに
感動し、TOTO 以外のトイレには座らないようにしております。
橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆さんようこそ。諸事お祝い
の皆様おめでとうございます。気温のアップダウンで体調を崩
されないように気をつけましょう。花粉も少し心配ですが．
．．
大竹孝一君 徳舛令夫人、グエン・カーニーさん、劉艶明さん
ようこそ茅ヶ崎ｒｃへ。諸事お祝いの皆様おめでとうございま
す。寒暖の差が激しい時期で体にきついですね。花粉症が始ま
り辛いです。
橋本祐一君 徳舛会員令夫人、グエン・カーニーさん、茅ヶ崎
ＲＣへようこそいらっしゃいました。諸事お祝いの皆様おめで
とうございます。
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安武 勝君 徳舛真弓令夫人、グエン・カーニーさん、劉艶明
さんようこそ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。徳舛
さん、元気な顔みられてとてもうれしいです。
伊藤和明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。徳舛
君・真弓様、元気そうでなによりです。
石田貴一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。徳舛さ
んの元気なお姿を見れてうれしい限りです。小八木さん、ミニ
スピーチ楽しみにしております。
［本日 35 件、62,000 円です］
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結婚祝の和田・田中会員と徳舛会員ご夫妻

ミニ卓話の小八
木会員
誕生祝の田中・杉本行廣・出口・加瀬・小八木の各会員
ミニ卓話「出席委員会」小八木隆男委員長
出席の意義について調べますと、「毎回例会に出席するこ
とは強くて活発なロータリークラブとなるために極めて重
要です」ということが書かれています。例会への出席につい
て強調されるようになったのは、1922 年（大正 11 年）の国
際ロータリーの会合で初めて出席競争というのを始めた時
のようです。それ以降、出席率というのを重視するようにな
り、出席率は高まったそうです。ロータリアンというのは
100%出席が当然だということが話し合われました。しかし、
けして数字ありきではなく、例会への出席は義務というだけ
でなく、むしろ権利であるので、心の持ち方を変えることで
出席率も上がるのではないかと思います。
今年度出席委員会では目標出席率というのを掲げており
まして、それが 90%以上となっています。今年度 12 月まで
の半期で、当クラブの出席率はガバナー月信ベースで約 91%
となっています。前々年度までの 12 年間は一度も 90%を超
えていなかったこと（編集・注 前年度は 90%を達成）を考
えますと、なかなかよい数値ですので、残りの半年間もよろ
しくお願い致します。

