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私が入会しました 2010 年にガバナーをされ
ていた後藤定毅さんから、3 日程前にお手紙を頂
きまして、その内容を朗読しながらお話をさせ
て頂こうと思います。
新会員の集いの時にお酒の席でご一緒しまし
て、意気投合したことから名前を覚えて頂いた
のですが、機会があると声を掛けて下さり繋が
りが続いております。
後藤さんは何でも良く覚えておられる方で、
名前も全部わかりますし、入会した年度や誰と
どういう行動をしたということまですべて覚え
ていらっしゃいます。こういう素晴らしい方が
ロータリーを引っぱっているのだと思います。
後藤さんからの手紙を読ませて頂きます。
「むし暑い梅雨が続いておりますが、いよい
よ 7 月１日から森田様がクラブ会長職にご就任
されるわけですが、お祝いを申し上げます。改
めておめでとうございます。ロータリーは夏の
訪れとともに一年交代制で入れ替わり、会長職
で一年間は大変ご苦労でしょうが、先輩方から
ロータリーは自分作り、人作りまた思い出作り
と聞いたことがあります。是非この経験を楽し
んで責任を果たされますようお祈り申し上げま
ます。取り急ぎ書面にてお祝いの挨拶とさせて
頂きます。」という内容の手紙であります。
これを頂きました時に、ロータリーに入会し
て良かったと実感致しました。また、私と同期
で新会員の集いに参加した方や、タクシー業界

【出席報告者

幹

斉唱

君が代

の 2 人の方からも会長就任のお祝いの連絡を頂き
ました。
このように幅広い所からお祝の連絡を頂けると
いうのも、ロータリーという大きな組織の中の繋
がりができたからだと思います。
今後、一層広く皆さんとお付き合いができるよ
う頑張っていきたいと思っております。
一年間よろしくお願い致します。

幹事報告 杉本信一幹事
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前年度会長・幹事前役員章贈呈

緑区少年野球連盟会長

ご挨拶

只今ご紹介頂きました緑区少年野球連盟会
長の栗原でございます。今日は例会の中で挨拶
の時間を頂きまして、本当にありがとうござい
ます。
日頃は会長の森田さんを始め、会員の皆様方
には野球を通して子供達の育成に大変ご理解
を頂いておりますことに、心から感謝とお礼を
申し上げます。また、この度も恒例の津久井中
央ロータリークラブ杯を開催させて頂くこと
になりまして、重ねて感謝とお礼を申し上げま
す。
こちらにおられます山崎さんや高橋さんも
少年野球には以前から関わっておられました
が、かつては 10 チームほどありましたものが
今では 5 チームに減少しています。
たとえ少ないチーム数になりましても、野球
というスポーツを通して健全な子供達の育成
に励んで頂いている各チームの監督を始め、指
導者の皆様方にもお骨折りを頂いております
が、ロータリークラブの皆様方にもいつも応援
して頂いていることに本当に感謝申し上げま
す。
津久井中央ロータリークラブ杯ですが、7 月
1 日に鳥屋グラウンドにて始まりまして、順調
にいきますと 7 月 15 日に決勝戦を行う予定に
なっております。
開会式、閉会式には津久井中央ロータリーク
ラブの皆様方から子供達に励ましのお言葉を
頂けたらと思っております。
どうぞ、よろしくお願い致します。本当にあ
りがとうございました。

前年度会出席者表彰
小川 洋一
佐藤祐一郎
八木
勉
小山 里枝

会員（設立以来）
会員
会員
会員（入会以来）

今年度方針

森田正紀会長

会長方針としましてはガバナーの方針に基づ
いて会員増強に力を入れ、とにかく 2 名増やすと
いう目標を達成したいと思います。
会員増強のためには色々な策があると思いま
すが、1 人 1 人ではなく全員で束になってかかっ
ていくという考えでおります。まずは情報提供を
して頂き、入会してもらえるように策をみんなで
考えるというやり方をしたいと思います。是非、
実現するようにご協力をお願い致します。
また、規定審議会の決定でクラブ運営について
細則の修正が可能になりましたので、例会の日数

及び会費を変更させて頂きました。これがどう
いう結果となるかはわかりませんが、せっかく
細則の変更ができるようになったので、思いき
って挑戦してみました。
まず会費については会計を見直し、削れると
ころを削り、金額を決定致しました。納入方法
についても、1 回の納入金額が大きいと若い方
や女性などは抵抗があると思いますので、1 回
の納入金額を 5 万円以内という形をとらせて頂
きました。全額を一括払いでも、半期分でも、
また 4 期に分割しても構いません。期限内であ
れば自由という設定をしております。
そして大きく変わった点は財団や米山奨学会
の寄付で、会費と一緒ですと金額が大きくなり
ますので、財団・米山委員長さんに集める努力
をして頂くことに変更させて頂きました。委員
長さん方は大変だと思いますが、工夫をして頂
き、今まで以上の寄付金が集められるようお願
いできればと思っております。
前年度、水野さんがスマイル委員長をなさっ
て、毎回皆さんから集めた実績を見まして、委
員長さんのやり方次第というのを感じました。
皆さん、是非ご理解、ご協力をよろしくお願い
致します。
あとは、今回杉本幹事が親睦を中心にと考え
ていますので、親睦に力を入れて和気あいあい
と 1 年間やっていければと思います。
皆さん、よろしくお願い致します。

グローバル補助金事業報告
杉本信一幹事
グローバル補助金事業のことで先日モンゴ
ルに行ってきまして、貴重な体験をさせて頂き
ました。モンゴルはなかなかいい国だと痛感し
ました。
6 月 25 日から 28 日までの 4 日間で、26 日
がモンゴルの大統領選挙でしたが、選挙運動が
ほとんどブースには流れておらず、73 チャン
ネルあるテレビもどこも放送していませんで
した。

26 日に病院の中にある、歯医者さんを訪問し
ました。女医さんが経営をしていまして、その
方はボランティアをしながら小学校を回り、小
学生の歯の検診を 3 年位行っているそうです。
それで今回グローバル補助金（約 450 万円）
を使って小学生の歯の治療を実施したという
ことで、だからハッピー・チルドレンというプ
ロジェクト名がついたのだろうと思います。
2015 年にグローバル補助金の申請をして、
何で 2017 年の実施になったのかというと、こ
の間色々なプロジェクトが同時進行していて、
発起人の韓国モーラン RC の人達がバックアッ
プをして今回の式典でけりを付けようという
ことだったようです。
式典には韓国の 3600 地区とモーラン RC、
モンゴルの 3450 地区とトゥール RC の会長・
幹事が出席しました。日本からは私と具さんが
出席ということで大変歓迎されました。また通
訳の方がいたのでとても助かりました。
モンゴルのトゥール RC に日本語を上手に話
せる人がいたので話をしてみると、日本の築地
市場で 5 年間働いた経験があるとのことでし
た。
トゥール RC のことも色々聞き、姉妹クラブ
締結の話などもしまして、その日の午後トゥー
ル RC の方々ともう一度会って相談ができれば
と予定しましたが、会長・幹事さんの都合がつ
かず断念しました。
一番よかった事は、以前米山奨学生としてク
ラブで世話をしたバドさんに連絡したら、来て
くれて話ができたことです。彼はモンゴルの財
務省に勤務しているそうです。
バドさんはクラブの皆さんに本当に感謝し
ていまして、来年ぜひ皆さんをモンゴルに連れ
て来てくださいとのことでした。

スマイル委員会

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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会 水野
津久井中央
RC 茂委員長
森田正紀会員
いよいよ新年度のスタートです。どうなるかわかりませんが、杉本幹事と共に一
生懸命務めさせて頂きますので、ご支援、ご協力よろしくお願いします。
栗原様、本日はようこそいらっしゃいました。少年野球大会、頑張って下さい。
佐藤さん、バッジありがとうございます。
杉本信一会員
2017－18 第 1 回目例会、これから始まります。よろしくお願いします。モンゴ
ル国訪問、グローバル補助金の式典、スピーチなど貴重な経験、ありがとうござ
いました。来年も訪問しましょう。
沼崎善充会員
今年度 SAA を担当します。皆様のご協力を一年間よろしくお願い致します。
森田会長、杉本幹事、一年間体に気をつけてガンバッテ下さい。とくに杉本幹事
一年間体に気をつけて下さい。
小川洋一会員
初例会です。森田会長、杉本幹事、一年間がんばって下さい。
いよいよ 7 月より新年度が始まります。一年間がんばって下さい。
前沢弘之会員
いよいよ森田年度のスタートですね。まぶしい年になりそう？です。
佐藤さん、杉本さん、具さん、無事のお帰り何よりです。小川さん、ガラホデビ
ューおめでとうございます。色々めでたくてよかった。
水野 茂会員
今年度 1 回目なのでスマイルします。山口さんお菓子ありがとうございました。
具 尚禮会員
森田正紀会長、杉本信一幹事、一年間よろしくお願いします。
杉本さん、モンゴルのまとめ、ありがとうございます。さすがです。いろいろ
勉強になるモンゴルでした。
吉野賢治会員
本年度もよろしくお願いします。森田会長、杉本幹事、1 年間よろしく！頑張っ
て下さい。佐藤さん、山口さん、小山さん、おみやげありがとうございました。
小山里枝会員
森田会長、杉本幹事、これからの一年間よろしくお願いします。
杉本さん、具さん、モンゴルの話、楽しみですぅ～！SAA 沼崎さん、デビュー
おめでとうございます。昨日、おとといと藤沢でした。今までとはずいぶん違
ったロータリー生活（？）になりそうです。今年度は“諦める”をモットーに
ポジティブにがんばりまーーす。
あっ！沼崎さん、バッグありがとうございましたーーー!!
佐藤さん、バッジありがとうございましたーーー!!
佐藤祐一郎会員 杉本さん、具さんおつかれ様でした。
いよいよ新年度です。楽しい 1 年になりますように。
過日高校のクラス会のお釣をエンドポリオに寄付してくれることになりました。
田畑和久会員
いよいよ森田、杉本年度のスタートですね。
森田会長、ますますの輝きを、杉本幹事、ほどほどのお酒を心がけ、一年間宜
しくお願いします。
高橋幸一会員
栗原さん、ようこそお越し下さいました。佐藤さん、小山さん、山口さん、お
みやげありがとうございます。痛風発作も直りましたのでスマイルします。
皆様、一年間宜しくお願いします。
井上 旭会員
今期初めての例会です。会長の方針にしたがい、役職を務めたいと思います。
八木 勉会員
前年度はお世話になりました。にこっ!!
森田会長、杉本幹事、一年間よろしくお願い致します。
山﨑和彦会員
森田会長、杉本幹事、１年間お世話になります。とくに杉本さん、前回の幹事
の時のことがありますので、体に気をつけて、適度に頑張って下さい。
今年１年、出席委員長としてスマイルを担当させていただきます。水野さんの
ように強制はしませんが、毎回全員のスマイルをお願いします。最後にたくさ
んのおみやげ、ありがとうございました。

