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(水)

　　２０１８～２０１９年度ＲＩテーマ

　「インスピレーションになろう」

累計金額 年間目標額 目標達成率

スマイル進捗状況　会　員 　出席者 　出席率  修正出席率

名 名 71 43% 86 67%１４ １０

第２３３９回 2018年7月4日

名 名 71.43% 86.67%１４ １０
28,500¥                #DIV/0!

会長の時間

会報担当：樋田 一徳

会長の時間

最初の「会長の時間」がやってまいりました。細川直前から思いっきりプレッシャーをかけられていま

すので、めちゃくちゃ緊張していますが頑張ります！これから一年間宜しくお願いいたします。

今年度のテーマ「挑戦とチャンス」ですが、このお話は後の卓話でという事で今日の会長の時間は

「縁」をテーマにしたいと思います。

私達日々様々な場所で多くの人と出会っています 職場やお店 友人の紹介など 度きりの出会い

今年度のテ マ「挑戦とチャンス」ですが、このお話は後の卓話でという事で今日の会長の時間は

「縁」をテーマにしたいと思います。

私達日々様々な場所で多くの人と出会っています。職場やお店、友人の紹介など一度きりの出会い

もあれば毎日のように共に過ごす事になる出会いもあります。他人同士が一生を過ごす結婚はまさし

くそれですよね。すべての出会いに対し私たちは偶然やたまたまと感じていますが、縁のある人との

出会いは偶然ではなく必然だと私は思います。

ここに集まっている皆さんも週に一度、わずか１時間ほどですが一緒の時間を過ごす縁の深い集まり

なんですね！皆さん仲良くしましょうね～！！

さて、なんで縁のお話をするのかと言いますと最近深い縁を感じる出会いがあったからです。

我が家は妻と 猫と暮ら ます とも 猫 拾 きた 達 す 妻は逆 私が ろわ

なんですね！皆さん仲良くしましょうね～！！

さて、なんで縁のお話をするのかと言いますと最近深い縁を感じる出会いがあったからです。

我が家は妻と２匹の猫と暮らしています。２匹とも子猫で拾ってきた子達です。妻は逆に私がひろわ

れました。１３歳の雄のCocoが４月初めに毎日のように吐くようになり、見る見るうちに瘦せていきまし

た。長年診てもらっている先生に「重い糖尿と胃腸病」と診断されて匙を投げられました。途方に暮れ

た私はインターネットで近所の評判の良い獣医さんを探して出会ったのが「くまの犬猫病院」院長の熊

谷 肇さんです。

若い先生ですが実に丁寧に優しく診察して頂き私達を安心させてくれました。

「悪性リンパ腫の疑い」とのことで症状はあまり良くはならないけど、まだまだ頑張って生きてくれてい

若い先生ですが実に丁寧に優しく診察して頂き私達を安心させてくれました。

「悪性リンパ腫の疑い」とのことで症状はあまり良くはならないけど、まだまだ頑張って生きてくれてい

ます。彼の優しい言葉に私達夫婦は救われました。

毎日の様に病院に通うなかで、少しずつ世間話をするようになり、ある時ロータリーの話をしてみま

したところ「自分もロータリーやライオンズに入りたかったけど、はいる術がなかったんです。」

やったー！！！！！！！！と心の中で叫びました。

先日の会長幹事お疲れさん会の後、入会申込書を書いてくれました。本日、例会後の理事会で理事

役員の皆様に承認して頂きます。

彼と出会ってまだ僅か２か月です。長年かけても入会されない方々が多い中、奇跡のような出会いで

役員の皆様に承認して頂きます。

彼と出会ってまだ僅か２か月です。長年かけても入会されない方々が多い中、奇跡のような出会いで

した。いや！必然です。

今日は瀕死のCocoが繋いでくれた「縁」のお話でした。



幹事報告(今後の予定)

・７月１１日(水) 例会はございません ・７月１８日(水) クラブ協議会

・７月２５日(水) 夜間例会 会場：海老名市 眞方にて 点鐘 １８：３０ 会費：６０００円

・８月 １日(水) 移動例会 会場：座間市商工会 会館 ３階 開場 １２：００ 点鐘 １２：３０

・８月 ８日、１５日、２９日の例会はございません

・８月 １日(水) 移動例会 会場：座間市商工会 会館 ３階 開場 １２：００ 点鐘 １２：３０

・８月 ８日、１５日、２９日の例会はございません

・８月２２日(水) 移動例会(留学生歓迎会) 会場：未定 点鐘 １２：３０

※例会日程についてはホームページに掲載しております。

本日のゲスト本日のゲスト

大和クラブより ・会長 古川 毅 様

・幹事 花岡 正 様

今月のお祝い

←↑会員誕生日：日野原さん、磯部さん

↓配偶者誕生日：磯部さん 大矢さん 佐藤さん↓↓配偶者誕生日：磯部さん、大矢さん、佐藤さん↓

ロータリー財団寄付報告

今井さん ベネフェクター ＄１０００－

矢部さん ＄１００－

ありがとうございます！！ありがとうございます！！



年度初めにあたり

今井会長

「年度初めにあたり」

さあ！今井年度がはじまりました！っとはじける笑顔でスタートしますが、内情は最も財政困難な年度で

あります。資金がとぼしいからと「身の丈に合った活動」をする事は成長を止める何物でもありません。

本年度、私の事業方針「挑戦とチャンス」の言葉通り、事業の継続と新しい事への挑戦、ともに汗を流すこと

による連帯感の増幅と新しい仲間作りを図っていきたいと思います。

今井会長

本年度、私の事業方針「挑戦とチャンス」の言葉通り、事業の継続と新しい事への挑戦、ともに汗を流すこと

による連帯感の増幅と新しい仲間作りを図っていきたいと思います。

お金の使い方だけは「身の丈に合った」にしていきます。

本年度の事業

①献血キャンペーン（新規）

9/15（土）座間市商工観光課主催の「産業フェア」に合わせ、日本赤十字の献血バスを置き６０人の献血

協力者を

求める。バスはハーモニーホールの裏手になるので飲食ブースの中に受付テントを設けロータリー旗を

/

協力者を

求める。バスはハーモニーホールの裏手になるので飲食ブースの中に受付テントを設けロータリー旗を

掲げ存在

感をアピールしたい。

②ふるさと祭り（継続）

継続していたバザーを止め、新しい事業に変更したい。理事会・会員の意見を尊重して早々に決定した

い。

③クリーンキャンペーン（継続）は本年度不参加とする。

④ママチャリフェスタ（継続）

い。

③クリーンキャンペーン（継続）は本年度不参加とする。

④ママチャリフェスタ（継続）

午前中のチリリンスクールを座間ＲＣの主管としスケアードストリートを実施する。

中学生3,000人にスケアードストリートチラシを配布し来場を促す。エンドポリオ・麻薬撲滅グッズも前面に

押し出し

てロータリーの存在感をアピールしたい。

⑤座間わくわく町工場座間（新規）

ワークショップの協力。ロータリーの存在感をアピールしたい。

⑤座間わくわく町工場座間（新規）

ワークショップの協力。ロータリーの存在感をアピールしたい。

増強

入会可能者をリストアップしてゲストや卓話者として例会・夜間例会に出席して頂きたいと思います。できれ

ば全会員が1人お連れすれば単純に会員数は倍になります。笑い事ではなく、そこまで現実は切迫している

のです。全員で増強しましょう！

また、退会者の再入会も促したいと思います。私も当然ですが、折衝可能な方は協力お願いいたします。また、退会者の再入会も促したいと思います。私も当然ですが、折衝可能な方は協力お願いいたします。

会員親睦

今年度は通常例会は月2回になりますので夜間例会を増やします。また、家族例会や親睦例会は親睦委

員会と案を練り上げて、楽しいものにしていきます。夜間例会は他のクラブの様に節度のあるものにしてい

きます。

一年間宜しくお願いいたします。一年間宜しくお願いいたします。



佐藤幹事

みなさま、こんにちは。

今年度幹事を務めさせて頂きます佐藤です。

今井会長のお話をお聞きし、今井会長の方針に沿ってついていこうと思っておりますので宜しくお願い

致します

今井会長のお話をお聞きし、今井会長の方針に沿ってついていこうと思っておりますので宜しくお願い

致します。

正直、今私がこの場所でお話をさせて頂く事に自分自身とても不安に感じておりますが、それ以上に皆

様の方が大丈夫かよとご不安なのかなと感じております。

今年度の会長の方針は「挑戦とチャンス」です。

私自身も感じておりますが何事も諦めたら終わりだと思っております。成長もしなければ変化する事もな

いです ビジネスにおいてもスポ ツ 恋愛でも全てにおいてチャンスを掴むためには挑戦し続ける事が

今年度の会長の方針は「挑戦とチャンス」です。

私自身も感じておりますが何事も諦めたら終わりだと思っております。成長もしなければ変化する事もな

いです。ビジネスにおいてもスポーツ・恋愛でも全てにおいてチャンスを掴むためには挑戦し続ける事が

大切だと思っています。

ただ時には壁にぶつかる事もあるかと思いますし、人が集まれば意見がぶつかる事もあると思います。

ですが、みんなで力を合わせればきっと乗り越えられると思いますので、たくさんのご意見等頂ければと

思います。

私は座間クラブ会員内で唯 の女性であり 皆様がとてもお気遣い下さり 若干どう扱 て良いのか分

思います。

私は座間クラブ会員内で唯一の女性であり、皆様がとてもお気遣い下さり、若干どう扱って良いのか分

からない的な印象を受けますが、一応見た目は女性ですが、性格は男性よりなので多少の事を言われ

ても挫けません。むしろ厳しい事を言って頂けた方が仲間としてみて下さっているんだと思えるので、何

でも遠慮なく仰って頂けたらと思います。

1年間どうぞ宜しくお願い致します。

♪スマイルＢＯＸ♪

1年間どうぞ宜しくお願い致します。

大和ロータリークラブより大和ロータリークラブより

古川 様、花岡 様

・座間ロータリーの皆様、こんにちは。

この度、大和ロータリークラブの会長を務めることになりました。 どうぞ宜しくお願いします。

座間ロータリークラブ

今井さん今井さん

・とうとうこの日がやってまいりました(T_T) 会長の責務で昨夜は眠れませんでした。約８時間しか！！

皆様、１年間宜しくお願い致します。

・大和ＲＣ会長 古川 毅 様、幹事 花岡 正 様 ようこそ座間クラブへ。昨日はお世話になりました。

大和クラブさんのセレモニーを少し取り入れさせて頂きました。 決してパクリではありません。



佐藤さん

・今井年度がスタートしました。 クラブがより発展していけるよう、幹事として頑張りますので

１年間宜しくお願い致します。

・大和クラブ 古川会長、花岡幹事 ようこそおこし下さいました。 楽しんでいって下さい。

昨日はありがとうございました。

高原さん高原さん

・大和ＲＣ 古川 様 花岡 様 ようこそおいで下さいました。

今井会長 新たな１年をしっかり導いて下さい。

細川さん

・昨年はありがとうございました。 今井会長、佐藤幹事 １年間頑張って下さい。・昨年はありがとうございました。 今井会長、佐藤幹事 １年間頑張って下さい。

鈴木さん

・２０１８～２０１９年度 会長、幹事 今日から新年度 大変楽しみにしております。

共に頑張りましょう。

磯部さん

・本日 今井ロケットの打上げ成功おめでとうございます。 さすが、ホリエモンとは違う！

磯部さ

・本日 今井ロケットの打上げ成功おめでとうございます。 さすが、ホリエモンとは違う！

大矢さん

・家内の誕生日を教えて頂きありがとうございます。

・新年度が始まりましたね。 今井さん、佐藤さん、よろしくお願いします。

出来る範囲で頑張りましょう。

・日野原さん、磯部さん、お誕生日おめでとうございます。 これからもご指導よろしくお願いします。

・大和ロータリクラブの古川会長さま、花岡幹事さま、本日はおいで頂きありがとうございます。

よろしくお願いします

日野原さん、磯部さん、お誕生日おめでとうございます。 これからもご指導よろしくお願いします。

・大和ロータリクラブの古川会長さま、花岡幹事さま、本日はおいで頂きありがとうございます。

よろしくお願いします。

日野原さん

・誕生日のお祝いありがとうございます。

・今井会長、佐藤幹事、１年間よろしく。

古木さん

新年度おめでとう １年間よろしくお願い致します

古木さん

・新年度おめでとう。 １年間よろしくお願い致します。

矢部さん

・大和クラブ 古川会長、花岡幹事、本日はありがとうございます。

今井年度始まりました！ よろしくお願いします。 でも会議があるので、この後はヒダさんに

丸投げして失礼します！ ゴメンね！

樋田

丸投げして失礼します！ ゴメンね！

樋田

・今井会長、佐藤幹事、矢部ＳＡＡ １年間頑張って下さい！！ 僕はゆっくりしたいと思います。

が、初日からＳＡＡ代打とは・・・

今日もスマイルをありがとうございましたm(_ _)m今日もスマイルをありがとうございましたm(_ _)m


