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2020 年 2 月 27 日（木） 第２８８７回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 32
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「手に手つないで」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇財団補助金管理セミナー修了書授与［岩澤あゆみ君・杉田祐一君］ ◇委員会報告 親睦
◇卓話 「地区社会奉仕事例について」山本泰然様（地区社会奉仕委員会・茅ヶ崎中央 RC）
◎ゲスト・ビジター紹介
山本泰然様（地区社会奉仕委員会・茅ヶ崎中央ＲＣ）湯山
文夫様（茅ヶ崎中央 RC）薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊２０２０年地区研修・協議会開催のご案内 ◉４/１９(日) １
２：３０点鐘 ◉東海大学湘南キャンパス２号館 ◉登録締切：３
/１８（水） ◉登録料…１名につき ７，０００円
《出席義務者》 ①会長部門…次年度クラブ会長 ②幹事部
門・・・次年度クラブ幹事 ③クラブ管理運営部門…次年度クラ
ブ管理運営委員長・次年度クラブ奉仕委員長 ④公共イメー
ジ部門…次年度広報雑誌担当者 ⑤会員増強/会員維持部
門…会員増強各担当者 ⑥奉仕プロジェクト部門…次年度奉
仕プロジェクト担当者（職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕） ⑦青
少年奉仕部門…次年度青少年奉仕・ローターアクト・インター
アクト・青少年交換担当者 ⑧ロータリー財団部門…次年度ロ
ータリー財団担当者 ⑨米山奨学部門…次年度米山奨学担
当者 ⑩研修部門（会長エレクト合同）…次年度クラブ研修リ
ーダー・会長エレクト（Ｒ情報委員長） ⑪新会員部門（１～２
年）…新会員
・添付書類 ： ◉２０２０年地区研修・協議会 プログラム ◉リ
ーダー・サブリーダー一覧 ◉クラブ登録用紙 ◉2019-20 年
度/2020-21 年度地区役員/正副委員長一覧 ◉ご来場のバ
ス・乗用車の利用について ◉キャンパス内マップ
◇ガバナー補佐より
会長・幹事会（第１２回）開催のお知らせ
◉３/１２(木) １８：３０～ ◉レンブラントホテル海老名
◇ロータリー米山奨学会より コロナウィルス感染リスクの軽減
と安全確保のため事務局開室時間変更の通知
【現状】９：００～１７：００ ⇒ 【変更後】９：３０～１７：３０
◇タウンニュース （第４グループＩＭに関する記事が掲載され
ています。）
◎委員会報告
親睦［木村信一会員］：2/28 永田輝樹君歓迎会の確認

左）2/28 開催の永田輝樹会員歓迎会より 右）財団補助
金管理セミナー修了書授与の岩澤あゆみ会員・杉田会員
スマイル報告 石田貴一会員
山本泰然様（茅ヶ崎中央 RC）本日は社会奉仕の卓話でま
いりました。よろしくお願い致します。
湯山文夫様（茅ヶ崎中央 RC）本日は当クラブの前会長の
山本会員の卓話ということでお邪魔させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
澤邑重夫君 山本さん、湯山さん、本日は卓話よろしく
お願いいたします。いつにも増して例会に賑わいを感じ
るのは、とてもうれしく存じます。
杉本剛昭君 山本様、湯山様、本日はようこそお越しく
ださいました。山本様、卓話を拝聴できますことを楽し
みにしております。
伊藤留治君 ゲストスピーカー山本様、よろしくお願い
します。卓話楽しみにしております。
田中賢三君 茅ヶ崎中央 RC 山本様、本日の卓話よろし
くお願いします。湯山さん、ようこそ。東京銀座 RC 薗
さん、ごゆっくりなさって下さい。
和田幸男君 地区社会奉仕委員会の山本さん、卓話よろ
しくお願いします。河本さん・の中さん、CD ありがとう
ございました。
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杉本行廣君 ゲストスピーカーの山本様、ようこそ。お世話
様です。私も四半世紀前に地区委員でクラブ訪問をしたこと
を思い出します。今日はありがとうございます。
加藤 寛君 ゲストスピーカーの山本様、卓話楽しみにして
おります。
成田栄二君 ゲストスピーカーの山本様、卓話よろしくお願
いします。銀座ロータリーの薗さん、茅ヶ崎中央ロータリー
の湯山さん、ようこそ！
河本啓伸君 コロナ旋風吹き荒れる中ですが、4/29 ライブ
は決行予定です。チケットは絶賛在庫中ですので、是非お声
掛け下さい。
大森久巳男君 茅ヶ崎中央 RC 山本泰然様、湯山文夫様、よ
うこそいらっしゃいました。
中山冨貴子君 梅の花満開ですね。本日はゲスト山本泰然
様、ビジター湯山文夫様ようこそお越しくださいました。山
本様、卓話楽しみにしております。勉強させて頂きます。
杉田祐一君 茅ヶ崎中央 RC 山本様、湯山様、東京銀座 RC
薗様、ようこそいらっしゃいました。山本様、卓話どうぞよ
ろしくお願いいたします。
吉田恵子君 宮古島に行ってまいりました。連日 25°の快
晴でのんびり海の青さを堪能してまいりました。昨日東京に
行ってきたのですが、外国人の数はすごく少なかったと思い
ました。
大箭剛久君 コロナウィルスの拡大が止まりませんね。イラ
ン保健省次官が感染を告白していましたが、映像の中で意味
のよく判らないガッツポーズをしている姿が印象的でした。
水嶋 聡君 アメリカにコロナビールというビールが有り
ますが、新型コロナウィルスとは関係ございません。まずは
手洗い、うがいを！皆様に幸有れ！
加瀬義明君 山本さん、卓話よろしくお願い致します。
富田桂司君 ゲスト山本様、ビジター湯山様ようこそいらっ
しゃいませ！本日は卓話よろしくお願い致します。
北村公子君 日差しはすっかり春です。卓話、山本様、楽し
みにしております。よろしくお願い致します。湯山様、薗様
ようこそ。
木村信一君 山本泰然様、湯山文夫様、いらっしゃいませ。
本日はよろしくお願い致します。
橋本正一君 ゲストの山本さん、ビジターの湯山さん、薗さ
んこんにちは。山本さん、卓話楽しみにしております。
木村邦佑君 おたずねします。どなたか鎌倉女子大の学長な
らびに理事クラスの方をご存じないでしょうか？9 月にバ
ス 20 台分のスペースをお借りしたく、もしお知り合いがい
ましたらご紹介下さい。
安武 勝君 山本泰然様、湯山文夫様、ようこそ。本日社会
奉仕勉強させていただきます。よろしくお願い致します。
伊藤和明君 早くコロナウィルスが無くなりますように。
小八木隆男君 山本様、本日の卓話宜しくお願い致します。
社会奉仕について勉強させて頂きます。
熊澤孝之君 山本泰然様地区社会奉仕委員長様、湯山文夫
様、ようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願い致し
ます。
野中範郎君 コロナにより、ゴルフ接待・会食が禁止となり
ました。
永田輝樹君 卓上にタウンニュースの御紹介ありがとうご
ざいました。明日の歓迎会どうぞよろしくお願い致します。
石田貴一君 山本様、湯山様、薗様ようこそお越し下さいま
した。山本様、卓話拝聴させて頂きます。
［本日 30 件、34,000 円です］
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卓話「地区社会奉仕事例について」山本泰然様
（地区社会奉仕委員会・茅ヶ崎中央ＲＣ）

2019 年 11 月 15 日に行われた公共イメージ委員会・奉
仕プロジェクト委員会合同セミナーの社会奉仕委員会の分
科会で紹介された社会奉仕事例の一部です。
◆横須賀 RC「10,000m プロムナードクリーン作戦」
今年度で 13 回目。地域の高校生をはじめインターアクト、
ローターアクト、ボーイスカウト、米海軍ボーイスカウト
関係者を含む総勢約 600 名が参加。地域の方々と一緒にな
って横須賀の街を綺麗にするという目的を共有し、ボラン
ティア活動を行えていることはロータリークラブの奉仕プ
ロジェクトとして確かな役割を果たしていると思います。
◆藤沢北 RC では「藤沢市花いっぱい運動」
（写真↑）
該当年度の会長が前年度より調査検討し理事会に提案し総
会で承認して実施。地区補助金の支援を受けて効果的に活
動しています。市内の土地を活用して地区の藤嶺藤沢学園
中高とも連携してミナパークの先のロータリーに藤沢市長
も交えて植栽。市長よりオリンピックも控え市の美化に貢
献すると大変感謝されたそうです。
◆綾瀬 RC「鮎の稚魚放流事業」
長期的な事業を調査・研究の上、理事会やクラブ協議会で
審議の上承認して実施。また、地区補助金の支援を受けて
効果的に活動しています。本年度も、３年目の継続事業と
して「鮎の稚魚放流事業」を計画し、準備を進めていると
のことです。この事業は、長期計画委員会で審議決定され
た事業で、理事会の議を経て、
「実行委員会」を毎年度編成
し進捗状況をクラブ協議会で発表し、会員の意見を取り込
みながら準備を進めています。神奈川県の水産課、河川管
理部門、神奈川県漁業協同組合連合会との意見交換や指導
を得て、事業の内容に反映させているとのことです。
◆相模原大野 RC「ひばりの夢コンサート」
地区補助金を受け、2019 年 8 月 2 日、相模女子大グリーン
ホールにて「ひばりの夢コンサート」を開催。相模原市内 3
校の小学校が一同に会して発表する子供たちのコンサート
です。今回は特別出演で県立相模原高校吹奏楽部に協力を
仰ぎ、総勢 251 名がステージに登場し、演奏しました。日
頃たゆまぬ努力をしてきた子供たちですが。発表できる機
会が乏しく、この日は輝く子供たちの瞳が印象的でした。
また、会場にはお子さん連れの御父兄でいっぱいでした。
このような活動も中心で働く 2～3 名に支えられている
ことが多いというのが実態のようです。現実的に「皆で」
というのは難しいですが、大切なのは、ロータリーには一
定の力があることを理解した上で、やりたいことがあれば
手を挙げて、皆に諮って賛同を得て、そしてやったことを
きちんと報告することだと考えます。

