
２５９０地区の２０１３年度米山学友会総会 

開催の案内 

 
 

第 1040 回 例会記録 平成 26 年 1 月 24 日（金） S.A.A 委員長 蓬田 忠 
 

 

【点 鐘】 鈴木(眞)会長 

 
【例会場】          百合丘カントリー倶楽部 

 
【ソング】  尾作弘SAA委員 

         ロータリーソング    我等の生業 

【会長報告】 鈴木(眞)会長 

１．ガバナー事務所より 

   ①ロータリー米山奨学生修了式・歓送会の案内 

  2月23日(日)17:00～ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 ②第15回囲碁大会の案内 

  4月19日(土)17:30歓迎晩餐会 

  4月20日(日)9:00対局 18:00表彰式 

  会場：台湾・中歴市内サウスガーデンホール 

    ③「意義ある業績賞」候補プロジェクト再募集 

     1月27日(月)まで 

 ２．川崎稲生RCよりIMの挨拶とリハーサル兼移動例 

    会の案内 1月29日(水)17:30～20:45 

３・元国際親善奨学生 荒川麻衣子さんより、メール 

  でお礼状と近況が届いております 

４．麻生防犯協会より 一泊研修会の案内 

    2月21日(金)～ 

５．次期地区幹事より(再送書類) 

   2014－15年度 地区委員候補者 推薦依頼 

６．川崎白百合ライオンズクラブより 結成40周年 

記念式典の案内 

   3月16日(日)ホテルモリノ 7階 

  ７．日台親善会議 1月25日(土)～27日(月)台北で 

    開催 ※鈴木憲治会員が参加 
 

  【幹事報告】           森（茂）幹事 
 

  １．例会変更   

○川崎マリーンＲＣ 

  2/13(木)→2/12(水)ＩＭに振替 

  2/20(木)夜間移動例会・家族グルメ会 

  点鐘18:00 横浜元町 PAPA DAVIDE 

   ○川崎中央ＲＣ 

     1/27(月)新年夜会例会に変更 

     点鐘18:00 サンピアンかわさき 

     2/10(月)→2/12(水)ＩＭに振替 

 【出席委員会】 佐々木委員長 
 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1040 回 24 19 5 - 79.2％ 

第 1039 回 24 22 2 0 91.7％ 

第 1038 回 24 21 3 1 

 

91.7％ 

 

   

 

  第１０４１回 例会 １月３１日（金）移動例会 百合丘杏花楼 

     第１０４２回 例会 ２月 ７日（金）理事役員会⑧ 

     第１０４３回 例会 ２月２１日 (金) 移動例会 富士吉田方面 

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホ テ ル モ リ ノ 新 百 合 丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 



【ニコニコ委員会】 雪井委員長 
 

 第 1038 回（件数） 合 計 

ニ コ ニ コ 18 件 ￥18,000 

●当クラブ 

 ◇大野会員「今日は暖かいですね」 

 ◇鈴木眞一会長◇森茂則幹事◇青戸会員◇臼井会員 

◇梅澤会員◇尾作弘会員◇親松会員◇君塚会員 

◇佐々木会員◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木憲治会員 

◇鈴木豊成会員◇長瀬会員◇花輪会員 

 ◇森啓伊会員◇山下会員◇雪井会員 

 

以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【プログラム委員会】          大野委員長 

 ２月 ７日 第８回理事役員会 ロータリー用語の解説 

                   鈴木憲治会員 

 ２月１２日 ＩＭ 多摩市民館 

 ２月２１日 設立記念特別例会 

 ２月２８日 クラブフォーラム 

 

【親睦委員会】             長瀬委員長 

  ２月２１日の例会について。奥様感謝デーを予定していま

したが、参加者が少ないため先日中村様に卓話をしていた

だいた富士 浅間神社に参拝することに決定しました。 

 詳細は次例会にて発表します。 
   

 
 

【職業奉仕委員会】         鈴木豊成委員長 

 ３月１４日に職場訪問を行います。場所は静岡県島田市 

 にある「富士食品工業」です。昨今の事情等から工場の 

出入りには特に厳しく、訪問者の登録が必要になるため、 

早めの出欠確認をさせていただきます。ご協力よろしく 

お願いします。 
   

   

【国際親善奨学生の報告】       鈴木憲治会員 

 2005-2006年イギリスへの留学生、荒川麻衣子さんが留 

学の目的をほぼ達成したことで、ロータリーへの感謝の 

ご挨拶が寄せられました。 
    

 
 

 

【半期を振り返って】          森茂則幹事 

 今日は幹事の日と言う事で、お話しをさせて頂きます。 
    

はやロータリークラブに入り 11 年が過ぎました。このロータ

リークラブに入会した経緯は父親もかつてメンバーだった事も

あり、いつかは入ってみたいと言う思いのもとに入会に至りま

した。たまたま以前のメンバーでもあった川村元会員、平澤元

会員とゴルフ仲間で、僕がトーナメントに出ていた時に、良く

仲間を連れて、サッポロまで応援に来てくれた人達でした。 

夜の街サッポロでは夜中までの飲みに歩いたり成績が悪いと

励ましてもらったりしてました。そんな中で平澤元会員に森さ

ん是非うちのロータリークラブに入ってくれないかなと、何度

もお誘いを受け、知り合いでもある百合ケ丘 RCの安藤亨会員に

相談したところ、麻生さんに入ってあげなさいと、アドバイス

を受け入会する気持ちになりました。 

しかし聞いた話しだと、毎回出席するのが原則と聞いていた

ので、その辺の事をクリアしないと迷惑がかかってしまうと。

どうしょうかと悩み、平澤元会員に相談したところ、森ちゃん

はプロゴルファーなので出席 100%でなくても構わないから、昼

のランチを食べるつもりで出席をしてくれれば構わないよ、そ

れで十分だよと、心優しい返事をしてもらい、改めて入会する

気持ちになりました。入会はしたけれど何が何やら、サッパリ

わからずと言う具合でした。 

しかしクラブの中には知り合いもいて、父親の代からお付き

合いのある、安藤則雄会員もいたり、記念行事で親クラブの百

合ヶ丘さんには数多くの知り合いにも会い、そのこともはげみ

に感じました。 

僕の場合はプロゴルファーと言う職業柄、顔は売れてはいる

ものの、久し振りゴルフの調子はどう？と聞かれ、ほぼロータ 

リークラブの会員と言うより、プロゴルファーの会員で森茂則

がいるという感じの扱いで数年が経ちました。 

役もあれこれやるうちに少しずつ、ロータリークラブ活動も覚

え、友人も増えながら時が過ぎていきました。その内にぼつぼ

つと入会するかた、退会されるかた、そのなかでも僕の親であ

る、平澤会員の退会はやや気落ちの原因になりました。 



しかしまだまだクラブには信頼の出来る先輩も数多くいて、

そんな事も忘れさせてくれました。しかし、ある時に退会され

た会員と同じ様にロータリークラブってなんなの？何をしてい

るクラブなのと自問自答したときもありましたが、入会した時

から退会は頭から無く、出来る限りボランティア活動をしよう

と決めていたのでその悩みも自分なりに払拭出来ました。 

しかしやはり辞められた会員の原因は何なのか？と言う元を

探さないと、辞められた会員のほとんどが 100%出席をされてい

た方で、その原因はと考えるときもありました。その頃ちょう

ど幹事を受けて貰えないか？と話しがあり、今が幹事を受ける

機会にちょうど良いのかと思い幹事の役を受ける事にしました。 

そして幹事になりました。 

今までクラブで何もしていない私にとっては分からない事ば

かりで、やればだんだん理解して行くから大丈夫だよ森さん、

と言うはげましの言葉を頂き、尚会長から御指導を受けながら

の、最初の１ヶ月が過ぎていきました。 

中でもクラブの予算案を作る時には、会員数の増加もあり、

予算を上手く振り分ける事が出来ずに、最後はやむ無く会長の

意見もお借りして、予算案の決定にいたりました。そして毎回

の例会や 移動例会の打合せなどのたびに知らないことを会長

に聞いて解決する事がしばしばでした。この場をお借りして会

長にお詫びとお礼を言いたいと思います。 

そして数ケ月が過ぎた時に、先ずは自分なりに退会防止と言

うテーマを持ちながらクラブの中の変革や改革をつけられない

物かと思い“さん”付けで呼び合う事を考え、会長に相談した

ところ、それは良い事だと賛成を頂き、理事役人会の承認を得

て会員全員がそれを実行して頂き、会員の協力には有り難いと

感じました。その後地区の会長幹事会の報告で、私の“さん”付

け推奨を会長が発表した時の、回りの会長幹事さんの反応の大

きさには少しビックリしました。もっと驚いたのは会長が、そ

の“さん”付けする件を発表された時「森幹事の決め事のはや 

さ、決断力には本当にビックリです。さすがプロゴルファーで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

勝負師ですね」と言われ、自分では見えない決め事のはやさ、

決断力と言う性格を持っている事を発見する事が出来ました。 

そしてガバナー補佐訪問や、ガバナー訪問などの色々な行事

を幹事がしなければならない役割も会長のチカラをお借りしな

がら、なんとかこなしてこられました、 

しかしまだまだ幹事の役割などその度、会員の方々に教えて

頂きながヨチヨチあるきの半年がいつのまにか過ぎていました。 

いやまだ半年がある？もう既に半年が経った？ 

10 年ひと昔といいますが、10 年前はまだ長女がスコットラン

ドの高校生ではないかと思い出しました。本当に一息ついてい

るうちに一年が過ぎ、アッと言う間の半年でした。 

あと半年ありますが、出来の悪い幹事をこれからも宜しくお

願い致します。 

これで半期を振り返ってのあいさつに変えさせて頂きます。有

り難うございました。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】 佐々木会員 

【点鐘】 鈴木(眞)会長 

【会報委員会】 文責 鈴木昭弘 


