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相模原南ロータリークラブの中村様、山田様よ
うこそいらっしゃいました。地区大会、大変お疲
れ様でした。
私の母親が今 93 歳になりまして、この間まで
非常に元気だったのですが、この前骨折をしまし
た。医師から手術はしない方が良いと言われ、本
人も望んでおらず、固定させるために動かないで
いるのですが、やはり寝たきりになってしまうと
日々急速に弱っていくように感じられます。
今年は身内の間でアンラッキーが続いてまし
て、姉が右の手首を骨折、その一ヵ月後に左の手
首も骨折しました。そして姉の子供も親指を骨折
しまして、うちは骨折続きでしてお祓いをしなけ
ればいけないのかと思うほどでした。
そんな中、温泉保養について勉強会がありまし
たので、その話をしたいと思います。
日本は古来、湯治ということで温泉を病気の治
療に使ったりしていました。明治時代にドイツの
ベルン博士から滞在型温泉療養施設の建設を提
案されましたが、日本では医療としての温泉が定
着しませんでした。
スパというのは salus per aquam ｢水を使っ
た癒し｣ というラテン語の頭文字をとった言葉
だそうです。ヨーロッパのスパにはドイツ系、イ
タリア系、フランス系があるそうで、ドイツ系の
温泉は保養地的に滞在して治すというものであ
り、イタリアでは温泉を飲んだり、吸引などで治
療をする医療として使われています。ドイツもイ
タリアも医療保険が適用されます。

【出席報告者

幹

斉唱

君が代 四つのテスト

ドイツでは健康保養地のことを「クアオルト」
と呼んでいて、クアは治療、オルトは地下資源
という意味だそうで、ドイツには 374 か所の温
泉保養施設があるそうです。
クアオルトは「気候療法保養地」
、「タラソテ
ラピー保養地」(海岸で海洋性気候要素を用い
る)、
「クナイプ療法保養地」(水治療法)、
「鉱泉・
泥療法保養地」という 4 つの種類に分類され、
保養地になる条件もあるそうです。
日本も超高齢化社会になるとできるだけ健康
でいる方がいいですから、医療保険が適用され
る温泉保養施設などが増えて、余生を送る良い
環境ができればと思います。

幹事報告 杉本信一幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
2020～2021 年度ガバナーノミニー候補者
提案に関する告知
ロータリアンによるミャンマー訪問提案
通知
職業奉仕月間卓話者派遣案内
第 51 回ロータリアン親睦テニス会案内
10 月のロータリーレート 1 ドル＝112 円
ロータリーの友事務所
ロータリーの友 10 月号
金沢ガバナー補佐
会長幹事会 式次第・資料

山﨑和彦委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

17

16
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68.75％

68.75％

本日欠席者

沼崎会員、田畑会員、高橋会員、具会員、松本会員

前々回修正出席率

73.33％

その他の受領書類
津久井商工会
2017 津久井城ブランド品募集
「一日公庫」案内
商工会情報誌「なるほど神奈川」257 号
つくい湖湖上祭実行委員会
つくい湖湖上祭開会式典開催案内

ております。皆様の中で地区大会の素晴らしい
写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、も
しかしたら写真をお借りすることもあるかもし
れませんので、その時は宜しくお願い致します。
地区大会へのご協力、誠にありがとうござい
ました。

ゲスト紹介
山田 修 様
中村辰雄 様

相模原南 RC
相模原南 RC

地区大会お礼
相模原南ロータリークラブ
山田 修 様
相模原南ロータリークラブより参りました山
田と申します。本日は先月行われました地区大会
のお礼を申し上げに参りました。本来であれば実
行委員長の岸を含めて実行委員全員でお礼に参
るところでございますが、代理ということでご了
承頂ければと思います。
9 月 8 日に懇親ゴルフ大会がございまして、180
名の参加を頂きました。また 9 月 17 日は多少台
風の影響もありましたが、翌日 18 日の本会議は
台風一過の素晴らしい天候に恵まれて、地区大会
を開催することができました。
津久井中央ロータリークラブさんには森田会
長を始め、多くの会員の皆様にご出席を頂きまし
て誠にありがとうございました。
ホストクラブとして至らないところもあった
と思いますが、コ・ホストクラブとして津久井中
央クラブの会員の皆様にも多大なご尽力を賜り
まして、どうにか実施する事ができまして本当に
感謝しております。
また、エンド・ポリオ・ナウの活動も同時にさ
せて頂きまして、ゴルフ大会では 144,000 円、本
会議では 381,500 円の募金が集まりました。ご協
力ありがとうございました。
現在実行委員会では、会計や報告書の作成をし
ｔ

中村辰雄 様
皆さん、こんにちは。私は先月自宅におりま
したのが 10 日ほどで、私的、公的色々ありまし
て、あちこちに行っておりましたので、今週の
月曜日から山中湖の方で療養して、今帰ってき
ました。
今、山田の方から地区大会の報告がありまし
たが、私はエクスカーションと友好クラブの済
州島の 10 名の来賓担当委員長として、接待役を
仰せつかりました。
私は韓国人の方とあまり付き合ったことがな
かったのですが、ソウル国際大会に行った時に
韓国の人達との付き合い方を教わりました。
済州島は古代、耽羅(たんら）の国と言いまして
独立国家だったのですが、その後最初にモンゴ
ルに征服されました。今、純粋な蒙古馬が飼養
されているのは済州島だけなのです。
朝鮮半島の三国時代（高句麗、新羅、百済）
の歴史を１ヵ月間猛勉強しまして、済州島の 10
名の方々の接待に臨みました。
エクスカーションは当初 28 名程でしたが、ガ
バナーご夫妻が 2 組入りまして総勢 38 名位にな
りました。ご存じのように相模原には歴史的な
建物がほとんどありません。そのため相模原市
博物館で「はやぶさ」の奇跡的帰還の映像を楽
しんで頂きました。
バスでの往復 1 時間は私が 1 人で話をすると
いう重責がありましたが、済州島について歴史
や色々な話をしまして、ガバナーご夫妻や鈴木
RI 会長代理の奥様を含め、和気あいあいと過ご
すことができました。
私は若い時から長年、ゼネコンの営業本部長
でおりまして、接待の手法は持っていますから
今までのエクスカーションの中で絶対にナンバ
ーワンでなければならないという自負があり、
そのような結果が出せたのではないかと思って
おります。

このクラブも近い将来、地区大会を行うホス
トクラブになると私は思っております。その時
には是非私を接待委員長にご指名頂ければ、今
のように元気である限り、済州島の皆さんにも
喜んで頂ける接待ができると思いますので、そ
の節はよろしくお願い致します。

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 茂委員長
相模原南 RC
中村辰雄 様
先の地区大会、エクスか―ション及び 2780 地区友好クラブ済州島の皆様を迎える
担当した際、貴クラブの沼崎様に大変お世話になりました。そのお礼に参りまし
た。
山田 修 様
9 月の地区大会では津久井中央ロータリーの皆様に多数ご出席頂き、ありがとうご
ざいました。本日は地区大会の御礼を申し上げに参りました。
津久井中央 RC
森田正紀会員

小川洋一会員
吉野賢治会員
前沢弘之会員
水野 茂会員
小山里枝会員

井上 旭会員

八木 勉会員
山﨑和彦会員

皆様、お久しぶりです。お元気でしょうか？山田様、中村様、本日はようこそい
らっしゃいました。また地区大会では大変お疲れ様でした。すばらしい地区大会
だったですね。お身体に気をつけて、これからのご活躍お祈り申し上げます。
だいぶ秋らしくなりました。ドングリをふみながら愛犬小太郎と散歩するのが楽
しいです。9 月～10 月と色々なイベントがあります。皆さんがんばりましょう。
相模原ロータリークラブの山田様、中村様、地区大会お疲れ様でした。すばらし
い大会でしたね！津久井やまびこ祭り商品の提供よろしくお願いします。
南クラブ様、地区大会お疲れ様でした。色々と楽しませて頂きました。加えて本
日は、中村さんの楽しいお話までいただきました。大変ありがとうございました。
本日は良い事があったのでスマイルします。
相模原南 RC から山田さん、中村さん、遠路はるばるありがとうございます。山
田さんは同期の会長です。今年度副幹事でもご一緒です。初めてお会いした時、
普通じゃない！と思ったのですが、普通じゃなかったです。ボクサーなんですよ
～!! さて…孫は週末我家に来ます。しばらく 0 才児との生活が始まります。楽し
みです。皆さま、お祝いメッセージありがとうございました♡
左足はいっこうに良くならないので近々受診しよ～と思っています。あーあ。
水野さん、タイヤキおいしかったで～～す。
“ごち”です。
南 RC の中村さん、山田さん、ようこそお越し下さいました。つい先日まで暑い
暑いと言っていたのに、今朝はひどく寒く、これからの寒さが身にしみる思いで
す。中村さん、山田さん、過日の地区大会はご苦労様でした。素晴らしい大会で
大変お世話になりました。ありがとうございました。
水野さん、たい焼きごちそうさまでした。電卓をたたき、お札を数えていたら、
腱鞘炎になってしまいました。そんな事ありません。
中村さん、山田さん、ようこそ。いつも楽しい笑顔ありがとうございます。日曜
日長男が結婚披露宴を行ないました。天気がよくよかったのですが、酒のみの会
のようでした。これで 3 人ともかたづいたので安心です。7 人目の孫が生まれる
のを楽しみにしたいと思います。

