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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

５月  １３日（日）

５月  １５日（火）

５月 ２２日（火）

５月 ２９日（火）

夜間例会

振替休会（親睦夜間例会）

第７回クラブフォーラム「青少年奉仕について」

卓話

２６３３

２６３４

２６３５

１８：００

１２：３０

１２：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

４月 １７日（火）

４月 ２４日（火）

５月   ８日（火）

２

５

９３．３３

８２．１４

２８

２３

幹事報告

　今日は台湾訪問団のお話

を聞くため時間調整でお話

をさせていただきます。

　台北七星ＲＣ３１周年式

典に訪問された皆様大変ご

苦労様でした。感謝申し上

げます。

　メンバーの本田さんが７ 

店舗目のお店を二俣川の駅ビルの４階にオープン

します。

　オープン前にお邪魔してまいりました。大変大き

な豪華なお店でした。

　皆様二俣川に行かれる際はお立ち寄り下さい。

　以上です。

森川　良三　幹事

本日 ￥２１,０００  累計 ￥５３６,５００

◆井上康久様（横浜東ＲＣ）／本日はおじゃまします。

よろしくお願いします。

◆武田茂会長／台北七星ＲＣ３１周年記念式典にご出

席の皆様、大変ご苦労様でした。お疲れ様でした。

◆森川良三幹事／初めてロータリーに一番乗りしたと

思ったら、ボケた岡田さんがすでにいました。岡田さん

のマシンガン悪口、健在です。

◆宮東悠会員／台北七星ロータリー、クラブ３１周年

記念例会に出席してまいりました。大変に元気なクラ

ブでして楽しんできました。真鍋会員、佐々木会員、花

岡会員、相原会員、奥様方には大変お世話になりまし

た。アリガトウございました。

◆古木通夫会員／１．いよいよ野菜畑作り開始！今年

はどんな収穫かな？　２．忘れたいのに、覚えやすい５

月５日。家内の誕生日祝いありがとうございます！

◆佐々木和夫会員／台北七星ＲＣ訪問に参加された

皆様、お疲れ様でした。七星ＲＣの皆様も当クラブから

多くの人数が参加し、喜んでいらっしゃいました。皆様

にもよろしくとのことでした。

◆花岡正会員／台北七星クラブ訪問楽しく終わりまし

た。例年どうり大歓迎でした。これこそ真の国際奉仕

と思います。佐々木副会長の副会長代理見事でした。

アッパレ。又、佐々木副会長の添乗員、見事でした。感

謝感激！！　本田夫妻、伊藤夫妻のいない七星訪問

武田　茂　会長

第26３０回　2018年４月２４日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／相原　聰　会員
斉    唱／「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／
ビジター／横浜東ＲＣ 井上康久 様

会長の時間

委員会報告

スマイルＢＯＸ

相原ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ在籍年数祝い２９年
中戸川公明君

お祝の報告
伊藤親睦副委員長

ビジター
井上康久様(横浜東ＲＣ)

出席報告
小金沢委員長

ご夫人お誕生日祝い
古木通夫君

・５月１日（火）の例会は取止

め例会です。

・５月１３日（日）夜間移動例

会です。場所は清風です。

・５月２９日（火）夜間移動例会

です。合同例会となります。

・５月１９日（土）大和中ＲＣ創

立記念式典へ出席される方

は、５月８日（火）に登録料（１万円）を集めます。

・本日は理事会ですので、お集まりください。

・次年度名簿を作ります。住所変更等ありましたら

武田会長に連絡して下さい。

【ポスティング】

・次第

・週報

・家族会収支報告

・台北七星ＲＣ挨拶文

【回覧】

・５月１３日（日）夜間例会出欠表

・大和中ＲＣ創立記念式典出欠表

・生駒時計店よりパンフレット

・the rotarian

・2019年夏出発　ロータリー青少年交換学生募集

・2019-20年度ロータリー奨学生募集

・台北七星31周年記念例会プログラム

スマイルボックス報告
相原委員

はつまらない！！次回は必ず出席の事約束！！

◆花岡敦子様／この度の台北七星ＲＣ訪問につきま

しては、大和旅行社？佐々木添乗員に大変お世話に

なり、ロータリーメンバーとその御家族のご縁がさら

に深まりました。本当に楽しかったです。有難うござ

いました。

◆松川健治会員／台北七星ロータリークラブ訪問に

行かれた皆さまお疲れ様でした。卓話楽しみにして

います。

◆増正之会員／台北七星ロータリークラブに行かれ

た方 、々お疲れ様でした。

◆中戸川公明会員／皆出席のお祝いをありがとうご

ざいます。

◆相原聰会員／台北七星ＲＣ訪問は私にとって２７

年ぶりの台北訪問でした。我々夫婦のお祝いの歌合

計７曲に温かい声援、拍手

を頂き、ありがとうございま

した。宮東さま、花岡様、真

鍋様、みなさんの奥様、そし

て代表の佐々木様、大変お

世話になり、ありがとうご

ざいました。

◆真鍋藤正会員／台北七

星ＲＣ訪問団の皆様、ご苦

労様でした。特に、佐々木様には、公私ともに非常に

お世話になりました。改めて、心から御礼を申し上げ

ます。例年通り、多数の近隣・友好クラブが参加した

盛大な就任式で、大和ＲＣだけが、会長、幹事が参

加できなかった唯一のクラブでしたが、佐々木さん

がご立派に対応されました。多謝多謝。

卓話

【代表して佐々木副会長より】

　今回は、会長不在、会長エレクト不在、会長ノミニー不

在で止むなく団長をつとめました。七星ＲＣの皆様から

は「本年度会長はどなた？会長エレクトはどなた？」と聞

かれ返答に困りました。会長代理の挨拶は本日皆様に

お配りした内容です。七星ＲＣが前年度から計画してい

る「グローバル・グランツ」を大和ＲＣの会長や会長エ

レクトに経過を詳細に報告したかったようです。眞鍋国

際奉仕委員長に代わり、会長エレクトにお伝えします

が、「７月に花蓮新城小学校の設備工事が始まり、８月に

は協力頂いた大和ＲＣ他、全６クラブの皆様にお披露目

として進捗状況のご案内をするので花蓮に行って見て

いただき、来年５月の終了の後ＲＩに報告する」と言われ

て来ました。その位、台北七星ＲＣは大和ＲＣとの共同

事業に力を注いでいます。この熱意は理解してあげねば

七星ＲＣに対して失礼です。

　今後、姉妹クラブ・友好クラブとの関係を継続して行

くためには、今からでも良いから会長や会長エレクトは

重視してほしいと痛感しました。それは私達の先輩が着

実に実施してきた事であり、その結果３０年以上の交流

が続いている証なのです。我ら

の先輩の功績を無駄にしては

なりません。古川会長エレクトの目標に「素晴らしい奉仕

を思いやる心と触れあいで活かそう」という基本テー

マ、並びにその一つとして「次年度は全員参加による楽

しい例会にしよう」とされています。これを達成するた

め、今まで台北七星ＲＣ訪問に参加されなかった方 を々

積極的に参加要請し、自ら発信した会長方針を実行さ

れる事を切に願います。

　これは、歴史ある大和ＲＣの国際奉仕事業の一つとし

て、訪問メンバーはその交流を途絶えさせないために努

力しています。参加されない方は「連中は台湾が好きで

行ってるんだ」と思っている会員もいるでしょう、しかし

参加者は「多忙の中、仕事を止めて、かつ自費で、今まで

の交流を絶えさせないとように」クラブの責任を背負っ

て台北訪問をしています。遊びで行っている訳ではあり

ません。クラブの事業の一つです。

　一方、今までの訪問者も高齢となってきました、これ

からは半数位ずつメンバーを替えて、行くべき役職の方

は当然の事、徐々に新しいメンバーも訪問するように古

川会長にお願い致したく思います。なお、今回伊藤彦二

会長ノミニーがケガのため参加中止を致しましたが、

我々に「台北で使ってね」と寄付を頂きました。本日はそ

の伊藤会長ノミニーから頂いたお金で皆様にお土産を

買って参りまた。伊藤会長ノミニー、お気遣いありがとう

ございました。非常に立派な式典で七星ＲＣの皆様に演

壇でご挨拶をできた事は光栄に思いました。その様な場

に出席できるという事は、会長として通常一度しか無い

のです。そんな光栄な場に出席できる会長は後 「々良い

経験をしたな」と必ず思うはずです。

　今回、ＩＰＰ宮東ご夫妻、ＰＰ花岡ご夫妻、眞鍋国際奉

仕委員長、ロータリー財団相原副委員長ご夫妻も姉妹

クラブに於いて大変神経を使われ、疲れた事と思います

が、七星ＲＣの皆様に歓迎され、感謝され姉妹クラブに

対する熱意を伝える努力をして頂きました、本当にお疲

れ様でした。

【会長代理挨拶より一部抜粋】

（前略）月日の経つのは早いもので貴クラブとの友好は

既に３０年以上となりました。これも一重に皆様方の友

情による深い絆のおかげと感謝申し上げます。

皆様方にはこれまで、日本での災害支援をしていただい

たり、その他様々な奉仕活動を相互に行ってまいりまし

た。（中略）花蓮新城小学校の基礎教育支援について、

本年度、貴クラブからのご提案をいただいた国際ロータ

リーへのグローバルグランツ申請は当クラブでも既にそ

の準備を整えております。大和ロータリークラブも貴ク

ラブのこのプロジェクトに賛同し参加させていただき、

更なる友好が深まるように願っております。

　グローバルグランツという「ロータリーだから出来る」

や「ロータリーにしか出来ない」という奉仕の仕方を有

効に活用し、奉仕する喜びを分かち合いながら、これか

らも末長いお付き合いをお願いいたします。（後略）

【花岡会員より】

　私は（先輩諸兄が作っていただ

いた姉妹クラブの関係維持そし

て個人的な繋がりを大切にする

思いで、）今までに十数回の訪問

をしています。毎回共通して感じ

ることは、心のこもった熱烈歓迎

ぶり、ＲＣの枠を超えた家族的な繋がり、自身の国際奉

仕・交流に対しての新しい気付きがある点です。訪台し

ていない方は是非とも一度はご参加いただき、自分なり

の国際奉仕を考える機会にしていただけると幸いです。

【宮東会員より】

　現在、台北七星ＲＣは台湾の中

でも非常に勢いがあるクラブで

す。私も訪問するたびにその勢い

を感じています。皆さんにもぜひ

感じていただきたい程の勢いで

す。台北の街も、以前に比べ環境

的にも良化しています。創立式典には、大和ＲＣ他、フィ

リピン , マレーシアそして韓国など他の姉妹クラブも参

集し国際交流の良い機会となります。宿泊ホテルも国

賓大飯店で、（例会場も同場所で）至便です。

台北七星ＲＣ訪問団　団長
副会長　佐々木和夫

花岡パスト会長

宮東直前会長

相原Ｒ財団副委員長

【相原会員より】

　私は初めての訪問でした。私自身、下戸なので些か心

配でしたが、得意の歌唱で良い交流が出来たと思いま

す。例会や式典で感じたことは専属の演出家による演

出・社交技術が素晴らしいことでした。第二の目的とし

ては、日本人建築家「伊東豊雄」氏が設計された台中国

家歌劇院を見学することでした。このことを式典の最中

に、七星ＲＣメンバーで同業のジョゼフさんに相談した

ら、驚いたことに同行してくれることになりました。その

他、数カ所見学させてい

ただきました。今回の訪台

で沢山の温かい心に触れ

ることが出来ました。七星

ＲＣは若い方々の活躍が

目立っています。私たちの

クラブも見習うことが沢

山あると感じました。

石高・本田

本田・石高・戸張・田辺・石井
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・本日は理事会ですので、お集まりください。

・次年度名簿を作ります。住所変更等ありましたら

武田会長に連絡して下さい。

【ポスティング】

・次第

・週報

・家族会収支報告

・台北七星ＲＣ挨拶文

【回覧】

・５月１３日（日）夜間例会出欠表

・大和中ＲＣ創立記念式典出欠表

・生駒時計店よりパンフレット

・the rotarian

・2019年夏出発　ロータリー青少年交換学生募集

・2019-20年度ロータリー奨学生募集

・台北七星31周年記念例会プログラム

スマイルボックス報告
相原委員

はつまらない！！次回は必ず出席の事約束！！

◆花岡敦子様／この度の台北七星ＲＣ訪問につきま

しては、大和旅行社？佐々木添乗員に大変お世話に

なり、ロータリーメンバーとその御家族のご縁がさら

に深まりました。本当に楽しかったです。有難うござ

いました。

◆松川健治会員／台北七星ロータリークラブ訪問に

行かれた皆さまお疲れ様でした。卓話楽しみにして

います。

◆増正之会員／台北七星ロータリークラブに行かれ

た方 、々お疲れ様でした。

◆中戸川公明会員／皆出席のお祝いをありがとうご

ざいます。

◆相原聰会員／台北七星ＲＣ訪問は私にとって２７

年ぶりの台北訪問でした。我々夫婦のお祝いの歌合

計７曲に温かい声援、拍手

を頂き、ありがとうございま

した。宮東さま、花岡様、真

鍋様、みなさんの奥様、そし

て代表の佐々木様、大変お

世話になり、ありがとうご

ざいました。

◆真鍋藤正会員／台北七

星ＲＣ訪問団の皆様、ご苦

労様でした。特に、佐々木様には、公私ともに非常に

お世話になりました。改めて、心から御礼を申し上げ

ます。例年通り、多数の近隣・友好クラブが参加した

盛大な就任式で、大和ＲＣだけが、会長、幹事が参

加できなかった唯一のクラブでしたが、佐々木さん

がご立派に対応されました。多謝多謝。

卓話

【代表して佐々木副会長より】

　今回は、会長不在、会長エレクト不在、会長ノミニー不

在で止むなく団長をつとめました。七星ＲＣの皆様から

は「本年度会長はどなた？会長エレクトはどなた？」と聞

かれ返答に困りました。会長代理の挨拶は本日皆様に

お配りした内容です。七星ＲＣが前年度から計画してい

る「グローバル・グランツ」を大和ＲＣの会長や会長エ

レクトに経過を詳細に報告したかったようです。眞鍋国

際奉仕委員長に代わり、会長エレクトにお伝えします

が、「７月に花蓮新城小学校の設備工事が始まり、８月に

は協力頂いた大和ＲＣ他、全６クラブの皆様にお披露目

として進捗状況のご案内をするので花蓮に行って見て

いただき、来年５月の終了の後ＲＩに報告する」と言われ

て来ました。その位、台北七星ＲＣは大和ＲＣとの共同

事業に力を注いでいます。この熱意は理解してあげねば

七星ＲＣに対して失礼です。

　今後、姉妹クラブ・友好クラブとの関係を継続して行

くためには、今からでも良いから会長や会長エレクトは

重視してほしいと痛感しました。それは私達の先輩が着

実に実施してきた事であり、その結果３０年以上の交流

が続いている証なのです。我ら

の先輩の功績を無駄にしては

なりません。古川会長エレクトの目標に「素晴らしい奉仕

を思いやる心と触れあいで活かそう」という基本テー

マ、並びにその一つとして「次年度は全員参加による楽

しい例会にしよう」とされています。これを達成するた

め、今まで台北七星ＲＣ訪問に参加されなかった方 を々

積極的に参加要請し、自ら発信した会長方針を実行さ

れる事を切に願います。

　これは、歴史ある大和ＲＣの国際奉仕事業の一つとし

て、訪問メンバーはその交流を途絶えさせないために努

力しています。参加されない方は「連中は台湾が好きで

行ってるんだ」と思っている会員もいるでしょう、しかし

参加者は「多忙の中、仕事を止めて、かつ自費で、今まで

の交流を絶えさせないとように」クラブの責任を背負っ

て台北訪問をしています。遊びで行っている訳ではあり

ません。クラブの事業の一つです。

　一方、今までの訪問者も高齢となってきました、これ

からは半数位ずつメンバーを替えて、行くべき役職の方

は当然の事、徐々に新しいメンバーも訪問するように古

川会長にお願い致したく思います。なお、今回伊藤彦二

会長ノミニーがケガのため参加中止を致しましたが、

我々に「台北で使ってね」と寄付を頂きました。本日はそ

の伊藤会長ノミニーから頂いたお金で皆様にお土産を

買って参りまた。伊藤会長ノミニー、お気遣いありがとう

ございました。非常に立派な式典で七星ＲＣの皆様に演

壇でご挨拶をできた事は光栄に思いました。その様な場

に出席できるという事は、会長として通常一度しか無い

のです。そんな光栄な場に出席できる会長は後 「々良い

経験をしたな」と必ず思うはずです。

　今回、ＩＰＰ宮東ご夫妻、ＰＰ花岡ご夫妻、眞鍋国際奉

仕委員長、ロータリー財団相原副委員長ご夫妻も姉妹

クラブに於いて大変神経を使われ、疲れた事と思います

が、七星ＲＣの皆様に歓迎され、感謝され姉妹クラブに

対する熱意を伝える努力をして頂きました、本当にお疲

れ様でした。

【会長代理挨拶より一部抜粋】

（前略）月日の経つのは早いもので貴クラブとの友好は

既に３０年以上となりました。これも一重に皆様方の友

情による深い絆のおかげと感謝申し上げます。

皆様方にはこれまで、日本での災害支援をしていただい

たり、その他様々な奉仕活動を相互に行ってまいりまし

た。（中略）花蓮新城小学校の基礎教育支援について、

本年度、貴クラブからのご提案をいただいた国際ロータ

リーへのグローバルグランツ申請は当クラブでも既にそ

の準備を整えております。大和ロータリークラブも貴ク

ラブのこのプロジェクトに賛同し参加させていただき、

更なる友好が深まるように願っております。

　グローバルグランツという「ロータリーだから出来る」

や「ロータリーにしか出来ない」という奉仕の仕方を有

効に活用し、奉仕する喜びを分かち合いながら、これか

らも末長いお付き合いをお願いいたします。（後略）

【花岡会員より】

　私は（先輩諸兄が作っていただ

いた姉妹クラブの関係維持そし

て個人的な繋がりを大切にする

思いで、）今までに十数回の訪問

をしています。毎回共通して感じ

ることは、心のこもった熱烈歓迎

ぶり、ＲＣの枠を超えた家族的な繋がり、自身の国際奉

仕・交流に対しての新しい気付きがある点です。訪台し

ていない方は是非とも一度はご参加いただき、自分なり

の国際奉仕を考える機会にしていただけると幸いです。

【宮東会員より】

　現在、台北七星ＲＣは台湾の中

でも非常に勢いがあるクラブで

す。私も訪問するたびにその勢い

を感じています。皆さんにもぜひ

感じていただきたい程の勢いで

す。台北の街も、以前に比べ環境

的にも良化しています。創立式典には、大和ＲＣ他、フィ

リピン , マレーシアそして韓国など他の姉妹クラブも参

集し国際交流の良い機会となります。宿泊ホテルも国

賓大飯店で、（例会場も同場所で）至便です。

台北七星ＲＣ訪問団　団長
副会長　佐々木和夫

花岡パスト会長

宮東直前会長

相原Ｒ財団副委員長

【相原会員より】

　私は初めての訪問でした。私自身、下戸なので些か心

配でしたが、得意の歌唱で良い交流が出来たと思いま

す。例会や式典で感じたことは専属の演出家による演

出・社交技術が素晴らしいことでした。第二の目的とし

ては、日本人建築家「伊東豊雄」氏が設計された台中国

家歌劇院を見学することでした。このことを式典の最中

に、七星ＲＣメンバーで同業のジョゼフさんに相談した

ら、驚いたことに同行してくれることになりました。その

他、数カ所見学させてい

ただきました。今回の訪台

で沢山の温かい心に触れ

ることが出来ました。七星

ＲＣは若い方々の活躍が

目立っています。私たちの

クラブも見習うことが沢

山あると感じました。

石高・本田

本田・石高・戸張・田辺・石井


