
- 1 - 

 

 

 

 

日  時：令和 1年 7月 17日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ                長嶋委員 

開会点鐘                   遠藤常臣会長 

斉  唱：ロータリーソング「奉仕の理想」 

お客様の紹介               遠藤常臣会長 

本日はいらっしゃいません 

会長挨拶                  遠藤常臣会長 

まだまだ梅雨寒が続いております。夏風邪には御注

意下さい。この所異常な長梅雨になっておりますが、

この異常気象は世界的に発生している偏西風の蛇行が

原因と言われています。その原因とは地球温暖化が大

きく影響しているとのことです。皆さん地球温暖化に

関心をより多く持ってください。又、次回は納涼家族

例会です。多くの皆様に参加いただけます様期待して

おります。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

本日はありません 

委員長報告                  

●本多親睦活動委員長 24日の納涼家族例会、バス出

発時間の確認。昼食は済ませてから来てください。 

ニコニコＢＯＸ          二階堂親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 長い長い梅雨が続いておりますが、

我家のトーモロコシ、後１～2 日で完販しそうです。

御協力有難うございました。 

●喜連紘子幹事 今年の梅雨明けは「ほぼ平年並み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長・幹事を励ます会 

7月 18 日 鍋一にて開催 

          前会長・幹事より記念品の贈呈 

         ←乾杯の挨拶をする 

 五十嵐パスト会長 

 

の見通しとのことです。東京の梅雨明け平年日は 21日 

頃なので「納涼家族例会」では夏空と真夏の暑さ到来

となりそうです。暑さに負けない体作りを心がけまし

ょう！ 

●関俊之会員 遠藤会長・喜連幹事一年間大変お世話

になります。又このたびは大変ご迷惑ご心配をおかけ

しますが今後共宜しくお願いいたします。 

＊ニコニコ BOX合計 17,000円 累計 222,000 円 

出席報告              杉田出席奨励委員 

  ７月１７日 在籍 49 名中 出席 34名    

  前々回 (7 月 3日) 出席率 97.83％  

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

ＲＩ会長マーク･ダニエル･マローニー  

クラブ会長テーマ  

E n j o y  r o ta r y  ,  E n j o y  t o  s e r v e 
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米山奨学・R財団理事       村上 隆秀 

 米山記念奨学金及びロータ

リー財団への寄付はロータリ

ーの目的の一つです。また、遠

藤常臣会長はクラブ重点目標

として、「ロータリー財団への

支援」、「米山記念奨学金への

支援」をあげております。遠藤

常臣会長の方針のもと、「Enjoy 

rotary , Enjoy to serve」のスローガンを実践するため

にも、両委員会の活動が円滑に行われ、目標が達成さ

れるようサポート致します。両委員長よりお願いがあ

りましたら笑顔で期待に応えていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

直前会長             喜連 元昭 

 直前会長としての役目とし

て、新しい会長へのサポート・

代行という役割もございます

けれど、今年はそういう事は無

いだろうと思っております。 

 今年は理事として、よろしく

お願いいたします。 

 

副幹事               遠藤 久 

 オブザーバーで副幹事を仰

せつかりました。なにぶん経験

不足で、ご迷惑をお掛けするか

とも思いますけれど、皆さんを

見習いながら、足を引っぱらな

いように頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願い

します。 

 

ロータリー情報委員長       時田 千弘 

 国立ロータリークラブにと

って、情報委員会は非常に大切

で重要だと認識をしておりま

す。今年度は特に入会 3 年未満

の新会員を中心に膝を交えて

交歓会を開催する予定でござ

います。更にパスト会長にご協

力をお願いして、ロータリーの 

バッヂの重さを新しい会員に伝えていきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

親睦活動委員長          本多 鋼治 

 方針と致しまして、会員の

健康的な身体を維持しながら

親睦を深めること、家族会員

の参加も増やせる親睦活動を

目指します。 

事業計画としては、次週の納

涼家族例会、スポーツ家族例会

を９月又は１０月、年忘れ家族

例会を１２月、親睦旅行を５月。そして会員記念月の

記念品の準備です。よろしくお願いいたします。 

 

出席奨励委員長          遠藤 直孝 

 遠藤会長が提言する今年度

クラブテーマ「Enjoy rotary , 

Enjoy to serve」を実践するた

めには多くの会員の積極的な

ロータリー活動への参加が肝

要です。委員会としては、例会

への出席を奨励する活動を展

開していく所存でございま

す。 

事業計画と致しまして、出席グッズの準備・片付け。 

例会での出席報告。メークアップの呼びかけ。例会欠

席時の事務局への事前連絡の徹底の呼びかけ。年間

100％出席者への記念品の贈呈。今年から欠席表に欠

席シールを貼ります、最後まで残さないようにしてい

ただければと思います。そして、RIの制度の変革があ

り、当クラブとして方針が決まっておりませんので、

決まれば柔軟に対応していきたいと思っています。 

 

クラブ会報委員長          青木 健 

 前年までは岡本貞雄会員が

すべて仕切られていたのでほ

ぼ何も解らない状態でのスタ

ートで事務局の力も借り、それ

なりに体裁のとれた会報がま

ずは出来たのではないかと思

います。方針としては、昨年度

同様「会員に読まれる会報」作

りをするため、写真を多く掲載し、その時その時の会

員の活動を記録するとともに、一層親しみのある紙面

を目指す。 

事業計画といたしまして、様々なクラブの活動を記

録し、資料として保存する。親しみやすい紙面作りに

尽力する。ロータリー情報を載せることに心がけてい

きたいと思います。編集作業の効率化を進めることは、

理 事 ・ 委 員 長  就 任 挨 拶 

 



- 3 - 

 

会員の皆様方のお知恵をお借りしながら進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

会員増強委員長          川向 輝樹 

 今期、会長の意向もあり新会

員 2 名以上の増強を目指すた

めに、積極的に動きたいと思っ

ています。メンバー構成は地元

の実力者で、私は汗をかく役目

だと思います。委員だけでなく

全会員の方が声を掛けていた

だいて、ロータリークラブが良

いものだという事を伝えていただき、仲間を作ってい

ければと思います。 

また会員維持のために、年に 2-3 回、岡本貞雄会員

のお店を借り入会 5 年未満の会員の方で小さい集まり

を持ち、先輩方にクラブの歴史とかを教えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

職業奉仕委員長          長嶋 孝子 

 職業奉仕はロータリーの奉

仕活動の原点であり、自らの職

業を通じ、親身に心をこめて仕

事をする事を心掛けたいと思

っております。 

事業計画と致しまして、職場

見学を実施します。鈴木さんの

田を借りて、天候を考慮しなが

ら稲刈りを実施します。ヤクルト研究所見学も考えて

います。また健康管理としてＰＥＴ健診のサポート。

地区の職業奉仕セミナーに参加です。よろしくお願い

いたします。 

 

社会奉仕委員長           遠藤 久 

 今年度は、今まで以上に地域

との繋がりを深め、多くの方々

にロータリー活動の周知を図

れるよう、アピールしていこう

と思います。様々な奉仕活動の

中で、メンバー全員が、楽しく

充実した事業を展開していき

たいと思います。 

 大きなイベントとしては、くにたち秋の市民まつり・

塞の神どんど焼き・さくらフェスティバルへの参加で

す。市民祭では、直接市民の方と触れ合えるような場

所を設けて飲物等の販売をしながら、少しでもロータ

リーのアピールができればと思っています。委員の皆

さんはもちろん、会員の皆さんにご協力をいただくこ

ともあるかと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

国際奉仕委員長          三田 幸子 

 方針と致しまして、国際協力

によってロータリーの目標で

ある貧困の撲滅の為の事業を

活動する。 

事業計画として、国際支援の

情報収集をし、支援事業につい

ての可能性を検討し、事業とし

て立ち上げる。 

今年度もカンボジア教師育成支援プロジェクトに参

加する予定です。経験不足ですので、委員の皆さんの

協力で一年間、よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員長         北島 清高 

 方針としては、未来を担う青

少年の健全育成活動に積極的

に参加・貢献を目指します。 

 三中の留学生との交流会は

行う予定で準備をしています。

それ以外にもできることはあ

るのではないかと、掘り下げて

いきたいと思います。委員とし

て 1年では継続的な事業ができないところ、何をやれ

ばいいのだろうと、真剣に考えて模索していきたいと

思います。会員の皆さんからも、継続性のある、我々

にも青少年の方にも良いアイデアをいただきたいです。

よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー財団委員長       北島 正典 

 方針と致しまして、会長の掲

げるテーマ「Enjoy rotary , 

Enjoy to serve」を実践し、楽し

みながらロータリー財団の支

援を行う。またロータリー財団

の目標達成に向かって努力を

する。 

事業計画は、年次寄付 1人 100 ドル以上。ポリオ

プラスへの寄付はクラブとして 1人当たり 30ドル、

1500ドルを目途。ベネファクターを 1名以上。今後

グローバル補助金・地区補助金を利用できるよう、関

係のある委員会と協力したいと思います。財団への寄

付を連綿として行っていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 
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    できたてビールの  

ビール工場内の生産ラインを見学   試飲  美味しい！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             5人の審査員全員｢A｣に投票 

2人の料理人による 

空心菜の炒め物対決 

 

                     ←テレビでおなじみの  

孫関義料理長による  

お料理教室が開催   

おいしい炒飯の作り方 

お家でできるかな･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2418 回例会・令和 1年 7月 24日（水）納涼家族例会 アサヒビール工場見学 と 横浜中華街料理人対決 

 

極端な冷夏をもたらした梅雨もどうにか明けかけた 7 月

24 日、家族 12 人を含む総勢 39 人の参加を得て納涼家族例

会が開催された。出航間もない遠藤・喜連丸初の外部の例会

である。往路のバス中で早々に例会を済ませ、厚木ＳＡでの

休憩の後バスは一路神奈川県南足柄市にあるアサヒビール

神奈川工場の見学へ。0.1 度の温度差で製造工程を制御して

いると言う現場に従業員は見当たらず、検査場の一人だけだ

った。製造ルートの見学、会社の歴史の説明も受けた後、ビ

ール試飲会場へ。できたての何種類ものビールを短時間では

あったが楽しんだ。 

ニコニコＢＯＸ              三田親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 本日は会として初めての移動納涼家族例

会、大いに楽しみにしています。本多委員長始め、親睦委員

の皆さん御苦労様です。 

●喜連紘子幹事 親睦活動委員会の皆様、今日の為にいろい

ろ準備して頂き有難うございます。料理人対決楽しみにして

おります。 

●吉野会員 本日の納涼家族例会楽しませていただきます。 

●杉田会員･遠藤直孝会員･遠藤久会員 夏も本番となりビ

ールのおいしい季節となりました。試飲をおおいに楽しみた

いと思います。のんべ～3人組より 

●内山会員 本年度最初の事業、納涼例会楽しませて頂きま

す。親睦委員の皆様ご苦労様です。 

●岡本正伸会員 親睦委員会のみなさん、本日はお世話にな

ります。ビールに中華 1日楽しませて頂きます。 

●小澤谷守会員 親睦委員の皆様にはお世話になります。今

日は本妻と参加させていただきました。宜しく御願いいたし

ます。 

●山崎会員 本年度 1回目の移動例会、企画していただいた

親睦委員会の皆様ありがとうございます。1 日楽しませてい

ただきます。 

●寺澤会員 本日は親睦委活動委員の皆様、大変お世話にな

ります。おいしい飲み物・お食事、楽しませて頂きます。 

●本間会員 納涼例会ご出席ありがとうございます。本日は 

一日楽しみましょう。 

●木島会員 極端な冷夏もようやく終りを告げそうですね。

入道雲も見ることができました。今日は家内共々文字通り納

涼を楽しませていただきます。親睦の皆様には心から感謝。

オリンピックまであと一年。今から来年の気温が心配ですね。 

●小澤崇文会員 梅雨明けが待たれます。親睦活動委員会の

皆様、御苦労様です。今日は楽しませていただきます。 

●喜連元昭会員 親睦委員の皆様ご苦労様です。梅雨開け宣

言にふさわしい旅行となりました。急な暑さに気を付けて楽

しみましょう。 

●岡田会員･秋山会員 納涼家族理恵会、親睦委員の皆様あり

がとうございます。今日は一日楽しませていただきます。 

●伊藤明会員 親睦委員会の皆様お疲れ様です。今日は楽し

ませてもらいます。 

●北島清高会員 本日はお世話になります。妻と共に楽しま

せて頂きます。 

●井田会員 はじめての納涼家族例会、四五六菜館とても楽

しみです。1日よろしくお願いします。 

●親睦活動委員会(本多会員･小川会員･北島正典会員･三田会

員･二階堂会員･小松会員) 初の移動例会、無事に行なえる事

をうれしく思います。皆様のご協力に感謝いたします。 

＊ニコニコ BOX 合計 69,000円 累計 291,000円 

＊出席報告：伊藤明出席奨励委員  

会員 26名･家族 12名･事務局＝39名･前々回 100％ 

 

見学後は横浜中華街へ移動し、四五六菜館で数え切れない

ほどの中華料理を堪能した。見学会でビールを飲み飽きたか

らか、紹興酒の注文が多かったようだ。見世場の「料理人対

決」では会員から選出された 5人の審査官が全員「Ａ」に軍

配。食後は 30 分ほどの中華街散策でそれぞれお気に入りの

お土産を仕入れて帰路についた。 

参加してくれた子供たちも十分に楽しむことができた納

涼例会も、ほぼ予定通りに国立帰着。大した渋滞もなく今年

度も極めて順調な滑り出しである。 

(会報委員：木島) 

 


