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今日はまず会長幹事会のご報告を致します。
・新会員の集いが 5/26(土)に藤沢商工会館ミナパ
ークにて開催されます。入会 3 年目までの会
員が対象になります。
・大谷ガバナーと相模原南ガバナーズクラブの
感謝の集いが 7/3(火)に町田のレンブラントホ
テルで開催されます。出席希望の方は申し出
て頂ければと思います。
・
「ソムリエと楽しむ 4 種のワインの会」という
のが 5/27 に開催されますので、案内を回覧致
します。
・国際大会に参加される方に 25 日にナイアガラ
ツアーを組んでいるので声をかけて下さいと
いうことです。バスをチャーターしているそ
うです。

現在会員数

16
本日欠席者

事

杉本信一
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金沢さん、清水さん、今日はありがとうござ
います。金沢さん一年間お疲れ様でした。また
清水さんにはこれから一年間頑張って頂きたい
と思います。
皆さんにもご心配をおかけしました桜植樹の
報告は、幹事の方でまとめ上げ送付するだけに
なっています。
また、植樹事業がロータリーの友に掲載され
るということを以前からお伝えしていました
が、来月発行分への掲載であるという確認がと
れましたので、お知らせいたします。

【出席報告者

幹

斉唱

それでこそロータリー

地区協議会のセミナーの中で森パストガバナ
ーからガバナー補佐のお話がありました。今日
はガバナー補佐の引き継ぎで現・次ガバナー補
佐がいらしてますので、お話したいと思います。
ガバナーは仕事が大変多く、忙し過ぎて捌き
きれていないため、ガバナー補佐にほとんどの
権限を与えて、ガバナーはそれを統括するだけ
にしたいと思っていらっしゃるそうです。日頃の
一般的なものはガバナー補佐にお願いして報告
を頂き、ガバナーは統括するだけにしないとこの
仕事量をこなしていくことは出来ないというこ
とでした。
ガバナー補佐についても特に第 5 グループの
ようにこれだけのクラブ、人数を束ねている金沢
さんは大変だと思いますが、地区の事はお任せす
る形になっているそうです。
ガバナー補佐はガバナーにとって欠かせない
存在ですし、ガバナー補佐がいて下さるから地区
も動いて、ガバナーも動けるわけで、改めて感謝
の気持ちが生まれました。
清水さんにもガバナー補佐として素晴らしい
ご活躍をして頂くよう願っております。我々も微
力ですが、クラブとしてできるだけサポートさせ
て頂きたいと思います。
金沢さんはお酒が好きということで、お酒を飲
む機会も多く、意気投合してしまいました。幹事
共々、今期一年本当に楽しくやらせて頂きまし
た。次年度は前沢さんですが、清水さんどうぞよ
ろしくお願い致します。

山﨑和彦委員長】
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ガバナー補佐引継ぎ
金沢邦光ガバナー補佐
皆さん、こんにちは。まずは先日の第 5 グルー
プ親睦ゴルフコンペを担当クラブとして務めて
頂きまして、本当にありがとうございました。
参加した皆さんにも喜んで頂けたのではないか
と思います。
一昨日の会長幹事会でゴルフコンペの募金に
ついて話を致しました。募金の総額の半分を津久
井中央さんに、もう半分を１１クラブの参加人数
の頭割りで配分し、ポリオの寄付にするというこ
とで会長・幹事の皆様に承諾を頂きました。ガバ
ナー事務所に各クラブへの内訳を報告し、寄付を
送金することになりましたのでご了承下さい。
今年度、森田会長、杉本幹事をはじめ津久井中
央クラブの皆様には大変お世話になりました。
津久井中央さんが今年度最初のガバナー公式訪
問のクラブでした。しかもこの時は宇都宮北クラ
ブより鈴木 RI 会長代理がお出でになり、菅原 PG
もお見えになりまして、ガバナー月信にも掲載さ
れました。あまり例のないことで、いい記念にな
ったことと思います。
また、今年度は各クラブの奉仕活動に積極的に
参加させて頂きました。9 月に障害がある方々と
の運動会に参加致しまして、ちょっと本気で走り
ましたら、「金沢、大人げない！」と言われまし
て、「何事も全力でやるのが私のモットーです」
と申しました。
そして 2 月には補助金を利用しての植樹事業と
いうことで、60 本以上の大々的な植樹というの
は私も今まで経験がありませんでした。今日も植
樹した場所を通ってきましたが、今後桜の木が育
っていくのが毎年楽しみになると思います。
森田会長から私とは酒を飲む席が多いと言わ
れましたが、今年度はガバナーズグループだから
だと思います。会長幹事会が楽しいと言って頂き
ましたが、やることはしっかりやった上、毎回楽
しく行ってまいりました。
一年間、本当にありがとうございました。
次年度、清水寿人ガバナー補佐です。私よりも
若く、ロータリー歴も私より短いのに地区の委員
をずっとやられてまして、青少年交換、危機管理
委員会では委員長もされました。青少年交換委員
をされていましたので、ホストファミリーも 5、
6 回経験されています。
私と違って本当に経験豊富な方ですので、次年
度会長・幹事、大船に乗ったつもりでお任せ頂け
ればと思います。

清水寿人次年度ガバナー補佐
只今ご紹介頂きました相模原柴胡ロータリー
クラブの清水です。津久井中央さんは今日で
1144 回目ですが、当クラブはついこの間 500
回目を迎え、こちらの半分もいかないクラブで
す。今は橋本クラブさんとニューシティクラブ
さんができましたので、末っ子クラブという言
い方ができなくなりました。
今回ご指名頂き、ガバナー補佐を務めさせて
頂くことになりました。今は地区で佐藤さんや
小山さんに大変お世話になり、お力添えを頂い

スマイル委員会

ています。
第 5 グループ 450 名程のメンバーがいまし
て、それをまとめていくのは大変な事だと思い
ます。私はお酒は飲まない、タバコは吸わない、
ギャンブルもしない、つまらない人間だと思わ
れるかもしれませんが、楽しい事は大好きなの
で金沢さんを見習って第 5 グループを盛り上げ
ていきたいと思っております。
次年度の前沢会長、井上幹事さんをはじめ皆
様のご協力を頂けますよう、よろしくお願い致
します。

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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本日はガバナー補佐の引き継ぎで次年度清水 AG と参りました。1 年間ありがとうござ
いました。
こんにちは。本日は金沢ガバナー補佐と次年度の引き継ぎで参加させて頂きます。
よろしくお願いします。

金沢様、清水様、本日はようこそいらっしゃいました。金沢様、もう少しですね。宜
しくお願い致します。清水様、これからガンバッテください。
杉本信一会員
金沢 AG ご苦労様でした。気をゆるめないように。次年度清水 AG、よろしくご指導を
お願いいたします。
小川洋一会員
金沢ガバナー補佐、次年度清水ガバナー補佐、ようこそ。5/4、吉野老夫婦と共に長野
方面に行きました。標高 2100ｍにある日本最高地の池です。雪がふっていました。5/4
に雪を見るのははじめてです。寒かったです。
田畑和久会員
皆さん、お久しぶりです。先日のゴルフコンペでは金沢 AG、清水 AG エレクト、お
世話になりました。清水さんがゴルフはあまりやらないような話でしたが、上手なの
にはびっくりしました。後半はスコア調整されたようですが…。
沼崎善充会員
皆様、おつかれ様です。小川さん、水野君、お幸せに!!
吉野賢治会員
久しぶりの例会場、皆さん元気ですか。金沢ガバナー補佐、一年間お疲れ様でした。
清水ガバナー補佐エレクト、よろしくお願いします。
前沢弘之会員
皆さん、次年度の活動方針作成の件、よろしくお願い致します。今日明日のことで手
いっぱいですみません。
水野 茂会員
清水ガバナー補佐エレクトにお越し頂いたのでスマイルします。
高橋幸一会員
金沢さん、清水さん、ようこそ津久井中央へお越し下さいました。井上さん、お土産
ありがとうございます。八木さん、夏みかんありがとうございます。
決算月、がんばります!!
小山里枝会員
5 月ですが寒い日に金沢ガバナー補佐、清水次年度ガバナー補佐、ようこそ津久井中
央へ。ありがとうございます。あいにくのお天気ですが、元気よくお願いいたします。
井上さん、おみやげありがとうございます。大好きなお菓子です。きょうはこのあと
藤沢で研修委員会出席です。相模湖からバス、ノンストップ 300 円で三ヶ木まで早か
ったです。
佐藤祐一郎会員 金沢 AG、清水 AGE、本日はありがとうございます。本日、これから藤沢行きのため
理事会欠席いたします。もう少しで米山とポリオは目標達成です。
井上 旭会員
金沢ガバナー補佐、清水ガバナー補佐エレクト、ようこそお越し下さいました。
ゴールデンウィークを利用し、青森、北海道へ行って来ました。弘前城の桜が満開で
素晴らしかったです。北海道の五稜郭の桜は 5 分咲きで寒かったです。
八木 勉会員
庭先になっている夏みかんをとって来ました。中にスカスカのハズレがあります。よ
く確認して食べて下さい。
山﨑和彦会員
金沢さん、色々お世話になりました。清水さん、これから 1 年間よろしくお願いしま
す。こんなに寒いのにクールビズ、何か変ですね。

