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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

６月 １２日（火）

６月 １９日（火）

６月 ２６日（火）

卓話「親睦委員会の１年」

夜間移動例会・クラブ協議会「１年を終えて」

会長・幹事あいさつ「１年を顧みて」

２６３７

２６３８

２６３９

１２：３０

１８：３０

１２：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

５月 ２２日（火）

５月 ２９日（火）

６月    ５日（火）

５

１

８２.７６

９６.１５

２４

２５

ロータリーソング斉唱 湘南食育ラボ美人スタッフの皆様

司会座間ＲＣ矢部幹事 湘南食育ラボと相原君の突発性コラボ、
相原君マイクいらなかったね

本田誠一君ご子息結婚祝い贈呈

ロータリーソング斉唱 森川幹事による中締め 第２５９０地区神奈川ＲＣとのバナー交換

湘南食育ラボのお料理 大和中ＲＣ辻様アトラクションありがとう

恒例の手に手つないで

齋藤コスモさんの指揮もキマッテました

カンパーイ

武田　茂 会長

第26３4回　2018年５月２9日（火）

司　 会 ／ 座間ＲＣ 幹事 矢部雅文様

懇親会司会 ／ 座間ＲＣ 幹事 矢部雅文様

Ｓ.　Ｌ. ／ 座間ＲＣ 副幹事 佐藤京子様

斉    唱 ／ 「我等の生業」

ゲ ス ト／ 座間市役所　危機管理課

 　危機管理防災係 主事

 　齋藤コスモ様

 米山奨学生

 　グエン タン  タム君

会長の時間

本日 ￥９,５００  累計 ￥６１６,０００

　本日は夜間例会に大

勢のゲスト、ビジターの

ご出席をいただき有り

難うございました。

　３年ほど前、私がゴル

フ委員長の時、藤沢カン

トリーで大和クラブが担

当で４クラブのコンペを開催しました。無事パー

ティーも終了して、次の担当のクラブはどこでしょ

うか？と聞いた所、重苦しい空気が流れ（なんだこ

れは？と思いました。）４クラブ合同ゴルフコンペは

来年はないなと思いました。理由は今でも私には

わかりません。ですが、本日座間クラブの細川会長

が縮小ぎみのクラブの危機感を覚え、４クラブの

ご出席をいただきました。これからの４クラブの合

流のきっかけになればと思っています。

　今日は楽しくお帰りになっていただけたらと思

います。ありがとうございました。

◆樋口明様（２５９０地区拡大・増強委員長・神

奈川ＲＣ）／本日はお世話になります。吉岡様に

お声をかけていただき、伺いました。よろしくお

願い申し上げます。馬郡さん、ご無沙汰しており

ます！

◆栗城博様（大和田園ＲＣ会長）・古木哲夫様

（大和田園ＲＣ幹事）／本日はお世話になりま

す。よろしく。

◆樋田修様（大和田園ＲＣ）／本日は近隣クラブ

の方 と々少しでも多く知り合いたいと思い伺いま

した。今後ともよろしくお願いいたします。

◆古谷田紀夫様（大和田園ＲＣ）／本日の大和・

座間合同例会、足を運びました。プログラムを拝

見しますと素晴らしいお話が聞けるようです。楽

しみにしております。

◆橋本日吉様・辻彰彦様（大和中ＲＣ）／本日は

合同例会に参加させていただき、大和・座間の

パワーをいただければ最高です。よろしくお願

いいたします。

◆松川清会員／座間ロータリークラブの皆様、

合同例会楽しみましょう。卓話の斉藤コスモ様、

卓話楽しみにしています。

◆石高誠一会員／座間ロータリーの皆様、よう

こそいらっしゃいました。今夜は一緒に楽しく過

ごしましょう。

◆増正之会員／１．大和・座間合同例会、楽しく

やりましょう！

卓話

ビジター／ ＲＩ第２５９０地区 拡大・増強委員会

 委員長　樋口明 様（神奈川ＲＣ）

 大和中ＲＣ 橋本日吉様

 大和中ＲＣ 辻彰彦様 

 大和田園ＲＣ 会長 栗城博様

 大和田園ＲＣ 幹事 古木哲夫様

 大和田園ＲＣ 樋田修様

 大和田園ＲＣ 古谷田紀夫様

 大和田園ＲＣ 宇多勇様

大和・座間合同例会

ソングリーダー座間ＲＣ佐藤副幹事

座間ＲＣ細川会長挨拶

スマイルＢＯＸ

座間市役所危機管理課 危機管理・防災係 主事

２０１８準ミス・インターナショナル日本代表 

齋藤 コスモ　様

　コスモという名前は、宇宙飛行士になりたかっ

たＳＦ好きの母が宇宙という意味で「コスモ」と

名付けました。テーマは、市役所職員なのにミス

インターナショナルになっちゃったという感じで

す。

　大学では、以前から取り組んでいたバレーを

極めようと、芸術系に進みました。座間が大好き

で、市役所に就職して、現在は座間市役所には

これまで男性しかいなかった危機管理課で、主

事を務めております。

　社会人になってから、母がコンテストに出れ

ば？としきりに言うので、勢いで応募したところ

書類選考に通ってしまいビックリしました。大会

では、無料の歩き方講座などあり、積極的に学

びました。二次審査では、最年長で、あまり都会

にも慣れていない私の個性が、モデルや芸能人

の候補者の中で良かったのかもしれません。

　結果として４位に入賞し、２０１８準ミス・イン

ターナショナルとなりました。

　私は身長が１７３センチありますが、今日はコ

ンテストで履いていた１５センチのヒールを履い

ています。(すごい長身！)

　私がミスインターナショナルで４位になったそ

の日に、座間では悲惨な事件がありました。コン

テストを通じて多くの方から大丈夫？と声をかけ

て頂き、私を通じて座間の事を全国の人に知っ

て頂けたのは良かったです。

　市役所の一職員であった私がミスインターナ

ショナルに挑戦して、本当に良かったと思いま

す。私の前にも、座間出身でミスインターナショ

ナルに入賞している同じ中学の人がいます。ミス

インターナショナルの仕事の任期の間、様々な

経験をさせて頂きながら、地元のアピールができ

たら良いなと思っています。

「準ミスインターナショナルなのに

市 役 所 職 員 の 私」

石高・本田・戸張・田辺・相原

戸張
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