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2019 年 3 月 7 日（木） 第２８４１回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 32
＝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［木村邦佑会員⇒］

◇会長挨拶

◇委員会報告［雑誌 他］

◇幹事報告
◇ミニ卓話［安武 勝会員］

◎ゲスト・ビジター紹介
粂 仁夫様（平塚南ＲＣ）澤邑ゆき様（澤邑重夫会員御夫人）
グエン・カーニーさん（米山奨学生）
）
◎諸事お祝
☆誕生祝
和田幸男君 ・ 岩澤あゆみ君 ・ 大箭剛久君 ・
小澤雅彦君 ・ 橋本正一君 ・ 熊澤孝之君 （ボールペン）
［お祝いの歌：おめでとうロータリアン］
☆結婚記念祝 澤邑重夫君♥ゆき様 ・ 杉田祐一君 ・ 細井
年春君 （ペアグラス）
☆出席表彰
池上 實君(４８年) ・ 田中賢三君（３０年） ・
半田朋子君(６年)中山冨貴子君(６年) ・
小澤雅彦君(３年) （ステンレスボトル）
◎米山奨学生挨拶
グエン・カーニーさん
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０１７-１８年度 財団寄付クラブ表彰の件
①「EVERY Rotarian, EVERY YEAR」認証バナー
②１００％ロータリー財団寄付クラブ認証バナー
③Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ Ｎｏｗ：「歴史へのカウントダウン」
キャンペーンの感謝状
＊第５３回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）
の案内
◉４/９（火） 集合…９：３０
パーティ…１６：００
◉湘南ローンテニスクラブ
◉パーティ会場 ＭＯＫＩ
ＣＨＩ ◉参加料
ロータリアン：７，０００円
家族・
ゲスト：５，０００円
◉締切日・・・３/３１（日）
◇相模原南ＲＣより
事務局メールアドレス変更のお知
らせ
新メールアドレス…rotary@sa-south.org
◇ロータリーの友 ３月号
◇タウンニュース
◎委員会報告
澤邑会員［会員増強］
：18 時から委員会開催の確認
大竹会員［社会奉仕］
：ペットボトルキャップ報告
小澤会員［雑誌］
：ロータリーの友 3 月号注目記事紹介

スマイル報告 伊藤和明会員
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 平塚南ＲＣ粂仁夫様、澤邑会員
令夫人ゆき様、グエン・カーニーさん、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。スマイル
委員会安武会員、卓話宜しくお願い致します。
池上 實君 出席表彰有難うございます。何時の間にやらあと
2 年で 50 年になります。ガンバリます。
和田幸男君 誕生祝ありがとうございます。
澤邑重夫君 結婚祝を頂きまして、ありがとうございます。本
日は増強維持委員会です。みなさま、ロータリーの親睦と職業
奉仕、そして増強について、楽しくお話いたしましょう。
小澤雅彦君 本日は誕生祝と出席表彰をありがとうございま
す。出席は私にできる身近なクラブ奉仕。これからも継続でき
るようにしたいと思います。
大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。いつまでも若いつ
もりでいますが、結構体にガタが来ているのを感じるようにな
りました。今日の会員増強委員会ではおとなしくしています。
熊澤孝之君 誕生祝ありがとうございます。喜寿にふさわしい
人生を送りたいと思います。結婚祝の皆様おめでとうございま
す。ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。
伊藤留治君 粂君いらっしゃい！これからもちょくちょく顔
を見せて下さい。澤邑夫人、グエン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。
大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。平塚
南ＲＣ粂仁夫様、お久しぶりです。ようこそいらっしゃいまし
た。澤邑重夫氏令夫人、ようこそいらっしゃいました。
杉田祐一君 ゲストの皆様ようこそ！結婚祝ありがとうござ
います！本日所用のため早退させていだきます。
杉本行廣君 粂君いらっしゃい。お久しぶりです。澤邑夫人お
めでとうございます。ようこそいらっしゃいませ。諸事お祝い
の皆様おめでとうございます。
山口利通君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。お客様
ようこそ！澤邑夫人ようこそ！
下里洋一君 粂さんひさしぶりです。いつも元気で何よりです
ね。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。粂さん
ひさしぶですね。こんにちは。

出席報告 細井年春会員
日時

回

現会員

計算会員

出席

ＭＵ済

欠席

暫定出席率

３／７

２８４１

４５

４１

３６

１

４

９０．２４％

２／２１

２８３９

４５

３７＋５

３２

３＋２

５

８３．３３％

成田栄二君 澤邑夫人ようこそ！結婚記念おめでとうございま
す！ビジターの粂さん、久しぶりです。米山奨学生のグエン・
カーニーさん、ようこそ！
河本啓伸君 粂さん、私に無断でよそのクラブに入るとは何事
ですか。ちなみに、本日天才ミュージシャン 4/29 ライブのチケ
ットが全世界同時発売となりました。現在のところ、もちろん
泣くほど余っていますので、人助けの好きな方は是非ご購入を。
出口敬純君 粂さん、澤邑さん、グエンちゃんようこそ！諸事
お祝いの皆様おめでとうございます。
横山 貢君 粂さん、澤邑ゆきさんいらっしゃいませ。本日、
諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
吉田恵子君 3/5（火）相模原南の例会に中山さんとメーキャッ
プで出席してまいりました。それぞれのやり方があり、勉強に
なりました。諸事お祝い申し上げます。
加瀬義明君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝いの
皆様おめでとうございます。
富田桂司君 粂仁夫様、澤邑ゆき様、カーニーちゃんいらっし
ゃいませ。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。インフル
エンザがおわったら、花粉症の大流行。あたたかくなりますが、
つらい季節ですね。今月も宜しくお願い致します！
北村公子君 ゲスト・ビジターの皆様ようこそ。諸事お祝いの
皆様おめでとうございます。年度末、何かと忙しいですね。
木村信一君 おはだをキレイにたもつため、ココナッツオイル
を顔につけ始めました。皆様も是非お試しください。
畠田宏治君 「もうすぐ春ですね～」でも、
「春なのに～お別れ
ですか～」そうなんです。この４年間のことが走馬灯のように
思い出され、「涙がこぼれます～」「春なのに～ため息またひと
つ～」
橋本正一君 ゲスト・ビジターの皆様こんにちは。諸事お祝い
の皆様おめでとうございます。私も今月は誕生月ですが、今年
は免許更新年でもあります。毎回ゴールド免許を目指しており
ますが、今回もゴールドではありません。次回こそはゴールド
をいただきます。安武さん、スピーチ楽しみです。
大竹孝一君 粂さん、澤邑令夫人ようこそ。諸事お祝いの皆様
おめでとうございます。昨日、公共イメージの研修に行ってき
ました。内容は、ビル・ゲイツに気をつけろ！
木村邦佑君 粂さん、澤邑さんの奥様、カーニーさんようこそ。
諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
安武 勝君 粂仁夫様、澤邑ゆき夫人、グエン・カーニーさん、
、
ようこそいらっしゃいませ。卓話、緊張します。よろしくお願
い致します。
細井年春君 本日結婚記念祝をしていただき、ありがとうござ
います。気がつけば 25 年（銀婚式）の節目の年でした。
伊藤和明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。
［本日 31 件、54,000 円です］

誕生祝の小澤・大箭・熊澤・和田・橋本正一の各会員

修正出席率

８８．１０％

結婚祝の澤邑会員ご夫妻と杉田会員・細井会員。下は出席表彰
の小澤・池上・半田・中山の各会員

ミニ卓話の
安武勝会員

ミニ卓話「スマイル委員会」安武 勝委員長
スマイルのルーツは大阪ロータリークラブがメンバーの
遅刻や欠席に対する罰則金として、徴収したものでした。罰
則金という名前がマイナスなイメージがあるため、ロータリ
ークラブには似つかわしくないということで、
「ニコニコ」と
命名し、遅刻や欠席をした人が自ら募金箱にお金を入れるシ
ステムにしたそうです。それに他のクラブも共感し、全国の
ロータリークラブに広がり、今に至っています。但し、現在
では罰則金という意味合いは薄れ、お祝に対するお礼の言
葉、ゲスト・ビジターへの歓迎の挨拶、メンバー個々の報告
事項、思ったことを自由にコメントするといった場となって
います。ただ、私が大阪ロータリークラブへ行った時には、
やはり老舗ということもあるのか、遅刻や欠席に対してのコ
メントが多く、我々のクラブとは違うなあと感じました。ま
た、会計面では、スマイルで集まったお金は本会計とは別に
なっていまして、奉仕活動に使われています。
今回のテーマは「スマイルはどのようにクラブ活動に使わ
れているか」です。まず、スマイルが年間にどれくらい集ま
っているかご存じでしょうか。ここ数年では、毎年 200 万円
前後で、今年度も 2 月までの時点で 140 万円ほどになってい
ますので、ひとつの目標である 200 万円は達成出来るのでは
ないかと思います。スマイルの繰入金は 200 万円ほどで、そ
のうち 60 万円が創立 60 周年への積立金、140 万円がほうし
に使えるお金となっています。活動費の内訳は、浜降祭や花
植え、優良産業人の表彰の協賛といった継続事業、会長の思
いを反映した単独年度の事業に加えて、寄付金、災害への義
捐金、ゲストスピーカーへの食事代・お土産代などが挙げら
れます。単独年度の事業としては、清水年度では米山梅吉記
念館への訪問、横山年度ではフィリピン・マンダルヨンクラ
ブとのお付き合いなどが挙げられます。今年度では、フィリ
ピン・マンダルヨンクラブ創立 55 周年式典へ参加した際の
現地集会所修繕費などが挙げられます。そして、この活動は
これから継続事業として行われてゆく可能性もあるのかな
と思っています。

