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前　回

本　日
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３１（１０）

３１（１０）

６月 １９日（火）

６月 ２６日（火）

７月    ３日（火）

４

５

８５.７１

８２.１４
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武田　茂 会長

会長の時間

幹事報告

委員会報告

　２週間前我が妻が入院しまし

た。退院して徐々に回復していま

す。

　１週間ほどで退院しましたが、

１週間の自炊は、結構大変でし

た。６９年間台所に立った事のな

い私としては、茶碗、箸、しゃもじ、etc・・・どこにある

かわからず苦労でした。皆様も奥様を大事にしてあ

げて下さい。

森川　良三　幹事

戸張ソングリーダー

第26３８回　2018年６月２６日（火）

司　 会  ／三浦高義 会員

Ｓ.　Ｌ.  ／戸張美穂 会員

斉    唱  ／「それでこそロータリー」

ゲ ス ト ／なし

ビジター ／なし

藤沢ロータリークラブ会員安藤孝

光様がお亡くなりになりました。

【ポスティング】

◆次第

◆週報

◆次年度会費納入のご案内

◆職業奉仕パンフレット

◆やろう会　会場地図

◆次年度理事役員の皆様へ、理事会のご案内 出席報告　籾山委員

司会　三浦ＳＡＡ

本日 ￥６２,０００  累計 ￥７２０,８００

【回覧】

◆訃報

◆台北七星ＲＣより地震のお見舞い

◆映画「ブレス」しあわせの呼吸のご案内

◆薬物

◆花岡正 次年度幹事／

２０１８年度～２０１９年度会費納

入のお願い。

◆親睦委員会 馬郡恵太委員長／

次年度親睦委員会の打ち合わせ

の連絡。本日例会終了後、出入口付

近テーブルにて７／３やろう会の打

ち合わせをしますので、お集まりくだ

さい。７／３やろう会の連絡。再確認のため声掛けさせ

ていただきます。７／３・１８：３０～南林間ＰＯＲＣＯ ＲＯ

ＳＳＯにて。

スマイルＢＯＸ

「１年を振り返って」

◆武田茂会長／今日が最後の会長です。１年間、ありがとう

ございました。

◆武田茂会長／妻の誕生日祝いありがとうございます。

◆森川良三幹事／別に何も無いのですが…。本年度、最

後のスマイルを、相原さんに愛を込めて！在籍１２年、どうも

長 と々すみません。

◆古川毅会長／会長、幹事さん、１年間ご苦労様でした。

来期の会長になります古川です。会長始め、幹事および会

員のみなさま、宜しくお願い致します。

◆松川清会員／暑いです。健康に注意しましょう。武田茂

会長・森川良三幹事・役員様、ご苦労様でした。ごゆっくり

静養してください。皆出席、在籍年数のお祝いありがとうご

ざいます。

◆小金澤和夫会員／武田会長、森川幹事１年間大変お疲

れ様でした。今後も頑張ってください。相原さん、スマイル

ボックス１年間ありがとうございました。

◆花岡正会員／武田さん、森川さん、会長！！会長！！会長！！

幹事！！幹事！！幹事！！と呼ばれるのはあと５日間です。ガン

バリました。おめでとう。

◆岡田安二会員／皆出席、在籍年数のお祝い、ありがとう

ございます。ＲＯＴＡＲＹの在籍も上から２番目になってしま

いました。皆様、敬老の精神を出しましょう。

◆古木通夫会員／武田会長、森川幹事・一年間ありがとう

ございました。会計の仕事ほとんど何もできず申し訳ありま

　１年間大変お世話になりました。終わるとな

ると、なんと一年が早いのかと思うばかりでご

ざいます。最初の会長挨拶で『私に本当に会長

職が勤まるのか？』という小芝居を打ちました

が、なんとなく、あまり波風もたたず終了するこ

とにホットしているところでございます。各委員

会の皆様には、私の考えた以上に良くやってい

ただき大変感謝しております。

　１年が始まる最初の頃『羅針盤のない道』と

言うお題で卓話をさせていただきましたが、話

の三分の一でタイムアウトで終わってしまってお

りますが、いつか機会があればお話したいと

思っています。パリから車で８００キロ下り、地

中海まで出て、スペインの最南端のマラガまで

行きアフリカに渡りモロッコ、そしてチュニス

（チュニジア）そしてイタリアのマフィアで有名な

コルス（コルシカ島）に行き…若い時は金がなく

ても何でもできます。それぞれの地でいろいろ

な事件がございました。次の機会でお話したい

と思っています。

　会長になって一年。それでもいろいろなこと

武田会茂長

森川良三幹事

がございました。ま

ず、他のクラブと沢

山知り合いができ

ました。会長になら

ないと中々あるものではありません。今年多

かったのは、第６グループの中の四つのクラブの

創立記念式典でした。それぞれ特徴のある式典

でございました。豪華な式典、お金をかけない

式典、やる気があまり感じられない式典…それ

ぞれでございました。私の仕事は『もの』を『良く

視る』ということでございます。お一人、お一人、

当たり前ですが、さまざまでして失礼なことだ

とは思いますが観察をさせていただきました。

人の話を半分しか聞かない内に意見を言う奴、

思いっきり思い込みの激しい奴、ロータリークラ

ブ命の奴、黙ってりゃいいのに波風をわざわざ

作る奴、切りがありませんが…。将来、私の絵に

登場しそうな方がメンバーの中に三人いらっ

しゃいます。楽しみにしていて下さい。皆様から

視た私の印象は聞きたくありません。どうせ治

らないでしょうから。失礼な事ばかりを並べまし

たが、全て個性ですので持っている個性を十分

これからも発揮してください。私もこのままだ

と思います。皆様もこのままが楽しいです。

　最後になりますが、わがままなおじさん達

を、私も含め支え続けていただいた松山さんに

お礼を申し上げたいと思います。有り難うござ

いました。次年度私は親睦だそうで楽しくやっ

て行こうと思います。一年間皆様本当に有り難

うございました。

せんでした。

◆伊藤彦二会員／先日、携帯電話を道路に落としてしま

い、全損でバックアップをしていませんでしたし、そのため

電話番号がなくなってしまい、会員の皆様には大変ご迷

惑をかけて申し訳ありません。

◆伊藤彦二会員／皆出席１８年在籍１８年いただき、あり

がとうございます。

◆三浦高義会員／武田会長、森川幹事、１年間ありがとう

ございました。１年は早いですね。

◆松川健治会員／一年間お疲れさまでした。楽しい年度

をありがとうございました。

◆戸張美穂会員／本日は、お誕生日のお祝いをありがとう

ございます。いくつになってもお誕生日は何だかウキウキ

するものです。皆様急に真夏の様ですので、熱中症にお気

を付けください！

◆籾山豊会員／武田会長、森川幹

事、理事役員の皆さん、一年間ご苦

労様でした。

◆石高誠一会員／私の誕生日のお

祝いありがとうございました。今年度

の、会長・幹事さん１年間お疲れ様

でした。

◆伊藤健司会員／武田会長、森川

幹事、本当に一年間ありがとうございました。そしてお疲

れ様でした。心よりお礼申し上げます。

◆長谷川衛会員／武田会長、森川幹事、一年間ご苦労様

でした。しばし、ゆっくりしてください。

◆相原聰会員／今年度、一年間スマイルＢＯＸの報告を

させていただきました。ありがとうございました。来年度も

たくさんのスマイルＢＯＸをよろしくお願いいたします。

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

　幹事報告を毎回、文章にしてくれたり、写真

を撮ってもらったりしたこと、決して忘れませ

ん。全部ありがとうございました。

　田島さんが退会したので、急きょ幹事に

なったわけですが、私に幹事が務まるわけが

無いと最初から思っていました。やっぱりまと

もにはできませんでした。

　『楽しい例会』にしようということで、武田会

長の方針でスタートしたわけですが、その背

景には大和クラブの『ちょっと堅苦しい』

『ちょっと雰囲気が重い』といったことがある

と思います。

　そんな所が他所からは立派なクラブ、さす

が伝統あるクラブと評価されてもいます。大谷

ガバナーですら、大和のような立派なクラブは

敷居が高い、緊張するといっていました。ガバ

ナーが入場しづらいクラブなんです。

　会員の減少の原因は何なのか。原因の訴求

が人の集まる人の

辞めないクラブに

する糸口となるの

ではないかと思っ

ています。儀式の

消化にとらわれて

本当に今なすべき

事を見逃してきた

ようなそんな一年でした。

　ただし、いつも何か忘れたり、なくしたり、

こんないい加減な奴でも幹事が一応できたこ

とを証明したのも事実です。めでたいことで

すが、私には何の功績もありません。武田会長

をはじめ、皆さんには大変ご苦労をおかけい

たしました。特に事務局の松山さん、あなたに

は本当に感謝しております。皆さん、一年あり

がとうございました。

本田・石高・田辺・石井

佐々木・本田・宮東・田辺・石井
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お礼を申し上げたいと思います。有り難うござ

いました。次年度私は親睦だそうで楽しくやっ

て行こうと思います。一年間皆様本当に有り難

うございました。

せんでした。

◆伊藤彦二会員／先日、携帯電話を道路に落としてしま

い、全損でバックアップをしていませんでしたし、そのため

電話番号がなくなってしまい、会員の皆様には大変ご迷

惑をかけて申し訳ありません。

◆伊藤彦二会員／皆出席１８年在籍１８年いただき、あり

がとうございます。

◆三浦高義会員／武田会長、森川幹事、１年間ありがとう

ございました。１年は早いですね。

◆松川健治会員／一年間お疲れさまでした。楽しい年度

をありがとうございました。

◆戸張美穂会員／本日は、お誕生日のお祝いをありがとう

ございます。いくつになってもお誕生日は何だかウキウキ

するものです。皆様急に真夏の様ですので、熱中症にお気

を付けください！

◆籾山豊会員／武田会長、森川幹

事、理事役員の皆さん、一年間ご苦

労様でした。

◆石高誠一会員／私の誕生日のお

祝いありがとうございました。今年度

の、会長・幹事さん１年間お疲れ様

でした。

◆伊藤健司会員／武田会長、森川

幹事、本当に一年間ありがとうございました。そしてお疲

れ様でした。心よりお礼申し上げます。

◆長谷川衛会員／武田会長、森川幹事、一年間ご苦労様

でした。しばし、ゆっくりしてください。

◆相原聰会員／今年度、一年間スマイルＢＯＸの報告を

させていただきました。ありがとうございました。来年度も

たくさんのスマイルＢＯＸをよろしくお願いいたします。

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

　幹事報告を毎回、文章にしてくれたり、写真

を撮ってもらったりしたこと、決して忘れませ

ん。全部ありがとうございました。

　田島さんが退会したので、急きょ幹事に

なったわけですが、私に幹事が務まるわけが

無いと最初から思っていました。やっぱりまと

もにはできませんでした。

　『楽しい例会』にしようということで、武田会

長の方針でスタートしたわけですが、その背

景には大和クラブの『ちょっと堅苦しい』

『ちょっと雰囲気が重い』といったことがある

と思います。

　そんな所が他所からは立派なクラブ、さす

が伝統あるクラブと評価されてもいます。大谷

ガバナーですら、大和のような立派なクラブは

敷居が高い、緊張するといっていました。ガバ

ナーが入場しづらいクラブなんです。

　会員の減少の原因は何なのか。原因の訴求

が人の集まる人の

辞めないクラブに

する糸口となるの

ではないかと思っ

ています。儀式の

消化にとらわれて

本当に今なすべき

事を見逃してきた

ようなそんな一年でした。

　ただし、いつも何か忘れたり、なくしたり、

こんないい加減な奴でも幹事が一応できたこ

とを証明したのも事実です。めでたいことで

すが、私には何の功績もありません。武田会長

をはじめ、皆さんには大変ご苦労をおかけい

たしました。特に事務局の松山さん、あなたに

は本当に感謝しております。皆さん、一年あり

がとうございました。

本田・石高・田辺・石井

佐々木・本田・宮東・田辺・石井


