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司会    池田豊文 SAA  水野 茂会長  斉唱 我等の生業  

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

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 前々回修正出席率 

21 21 21 0 100％  85.00％ 95.00％ 

本日欠席者  

 

 皆様、こんにちは、元気ですか！ 

本日は、久保田ガバナー、福山ガバナー補佐よう

こそいらっしゃいました。 

ガバナーをお迎えし、役員の方には、午前中から

お集まりいただきありがとうございます。会員の

方々もこの後の懇談会を通して、ロータリーにつ

いて有意義な意見交換が出来ますように活発な

発言をよろしくお願いいたします。 

さて、本日は、私が今月誕生日を迎えたので、

１２星座の性格占いの話をしたいと思います。私

は１０月１９日のてんびん座です。てんびん座の

一般的な性格は、社交的で、いろいろな世界の人

と上手につき合っていける人で、いつも楽しい仲

間と一緒に過ごすことを好みます。美しいものや

センスの良いものを楽しみながら、ネットワーク

を広げることができる性格でそのために浮気っ

ぽい人だと思われたり、八方美人と勘違いされた

りすることもあるそうです。また、理想が高いと

ころから、何かと現実世界に文句をつけるような

傾向も潜んでいます。自分の性格に照らし合わせ

てみると、半分ぐらいは合っているし、半分は正

反対です。どこが合っているかは、日ごろの行動

と照らし合わせて比較してみてください。 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 

調べた資料に、星座ランキングというのがあ

りまして、その中の色々なランキングの中で、

てんびん座は金運がある星座ランキングでは２

位ですが、お金が貯まる星座ランキングでは、

８位にランクインされていて、お金を使ってし

まい貯まらない星座だそうです。ほかに、友達

に恵まれる星座ランキングでは２位、恋愛運が

ある星座ランキングも２位でしたが、浮気がで

きない星座ランキングは１１位で、浮気者が多

い星座だそうです。ちなみに私は浮気者ではあ

りません。これからも星座に関係なく、異論が

あるかもしれませんが、妻一筋で生きていきた

いと思います。 

さて、ガバナーはと云うと、11月 20日生まれ

の、さそり座だそうです。性格は情熱的でエネ

ルギッシュな性格を持ち、他人の潜在能力や人

間性を見抜く能力には絶対的なものがあり、中

途半端なことが苦手で、感情の浮き沈みが激し

いことも特徴のひとつだそうです。ちなみに、

浮気ができない星座ランキングは１位で、愛妻

家の星回りです。占いが合っているかどうかは、

後程ガバナーに直接お聞きになってください。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただ

きます。 

 



 

 

 

     

 

 

 

幹事報告 小川洋一幹事 

ゲスト紹介  
 
久保田英男 様  鎌倉 RC 

 今日は 100%の出席、ありがとうございます。 

また、佐藤尚史さんは今日から仲間になって頂

き、お陰様でガバナー公式訪問に合わせて入会

式を行うことができました。 

 増強につきましては、5 回ほど飲み会を開き

まして勧誘をしております。成果としては 2 名

で、あと 3 名は追いかけているところですが、

もう少しで皆さんに良いお知らせができるだろ

うと思います。 

今日はガバナー公式訪問で、例会終了後には

懇談会もありますので、ガバナーに地区の事で

も何でも質問をして頂きたいと思います。 

 

福山 茂 様   相模原グリーン RC 

 

 
 

原 幹朗 様  相模原橋本 RC 

 

 

佐藤尚史会員入会式 

メジャードナー表彰 

佐藤祐一郎会員 

久保田ガバナーより今年度 

入会者に記念品贈呈 

 

 

 

 



 

を含めて、地区の役員として心配する部分もたく

さんあったのですが、この 1 時間の間にすっかり

その心配はなくなって、このクラブが家族的であ

り、また情熱を持たれている熱量のあるクラブだ

ということを感じております。そういうクラブの

良さをどんどん伸ばして頂きたいと思います。 

ガバナーが出ますと、ガバナーとして色々な仕

事をしていかなくてはなりませんし、おそらく多

くの方が地区の役職に就かれると思います。地区

に出るにあたって一番大切な事はたった 1 つで

す。楽しんで下さい。皆さんは佐藤さんのために

という気持ちが強いと思いますが、地区に出たら

友人が増えるとか、色々なスキルが高まるという

ように自分自身にとって色々な意味でプラスに

なっていくことを感じてもらいたいと思います。

やらされているのではなく、楽しくやっていると

思って頂ければ、本当に楽しくなります。 

私はロータリーに入って 15 年目でガバナーに

なりましたが、自分は今まで頼まれた役職を断ら

ないできました。それは何故かというと楽しい

し、仕事では得られない経験が沢山でき、色々な

方々とお会いできるからです。クラブの国際奉仕

事業、地区のインターアクト委員長としての活動 

など色々な経験は本当にやってよかったと思い

ました。ロータリーの活動はやればやるほど沢山

の事が身に付きますし、その経験が全部自分の身

に返ってくると感じます。そういうチャンスが来

たら逃さないようにしようと思いました。 

 皆さんは佐藤さんをガバナーに推薦し、それに

よって色々な経験ができるチャンスがこのクラ

ブに転がり込んで来ました。このチャンスを絶対

に活かして頂きたいと私は思います。時間や労力

は取られますがそれ以上のものが入ってきます。 

 先ほど、会員増強のお話がありましたが、会員

を増やすにあたって熱意を持って取り組み、その

熱意を受けてくれる人を皆さんで温かく迎え入

れて頂きたいと思います。 

 皆さんのご職業や個性、ここまで来られた経歴

など一人一人違いますから、ここに来ればその違

う経験を知ることができ、地区に出ればもっと広

がります。2 年先と思ってもあっという間にガバ

ナー年度が来ます。そろそろ準備を進めて頂き、

地区へ出ていくこと、他のクラブを知ること、顔

を広げることを今から進めれば、何倍も楽しめて

好きになれると思います。そんなロータリーライ

フを目指して楽しくやって頂ければと思います。 

 

 

 今年度のガバナーを仰せつかっております、鎌

倉ロータリークラブの久保田でございます。どう

ぞ今日はよろしくお願い致します。 

 午前中にクラブ幹部の皆さんと地区に出向さ

れている方々と懇談する時間を頂きました。 

 今年はコロナ禍という状況により、色々な事業

ができなくなっております。今年度に向けての準

備のための会長エレクト研修セミナーもオンラ

インでやらせて頂きました。地区研修協議会もオ

ンラインになりましたし、世界的な大流行である

ため国際大会までも中止になり、バーチャルの形

になりました。 

 なかなか皆さんと直接お会いする機会がない

まま新年度を迎え、今回地区大会も感染防止対策

を優先させて頂いて、本来は会員の皆様のための

大会であるにもかかわらず、会長・幹事・会長エ

レクトの 3 名に限らせて頂くというたぶん過去

に例のない形での地区大会になりました。 

 ですので、この公式訪問は私からすると皆さん

にお会いする最初のチャンスであり、本当に長く

待ち望んだ瞬間です。ですから、自分の言葉で皆

さんにメッセージを出したいと思っていますし、

皆さんの声を直接自分の耳で聞きたいと思って

います。 

 この後の懇談会で皆さんから色々な質問やご

意見を頂き、一緒に話し合えればと思っており、

今日は津久井中央クラブのメンバーの 1 人とし

て同じ目線に立って、このコロナ禍を過ごして行

くのか、どのようにして次年度に向け、そして再

来年の佐藤ガバナー年度に向けてどういう運営、

準備をしていくのかを一緒にお話してこの 1 年だ

けではなく、2 年、3 年先、できれば 5 年位先まで

の話ができればと思っております。今日 1 日で話

ができなければ、また来ますので呼んで下さい。 

 今のコロナ禍という問題と、このクラブが今直

面している課題はガバナーズクラブになるとい

うこと、これはすごく大きな事だと思っています

が、ガバナーズクラブになるからといって、クラ

ブが大きく変わる必要はないと思います。先程の

幹部の皆さんとの懇談会や食事を一緒にさせて

頂いて、会長の素敵なご挨拶もお聞きしますと、

このクラブが本当にすごくまとまっていること

を感じます。 

昨年津久井クラブの皆さんと合併された経緯 

 

久保田ガバナーの話 



 

 

 

 

 

 
 
 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

鎌倉RC 

 久保田英男様  地区大会は一部の方しかお招きすることができずに申し訳ございません。ガバナーズクラブとして

ご準備に忙しい中、少しでもお役に立てれば幸いです。本日はよろしくお願い致します。 

相模原グリーンRC 

福山 茂 様  本日はガバナー公式訪問です。どうぞ宜しくお願い致します。活発なご発言を期待しております。 

相模原橋本RC 

 原 幹朗 様  久保田G の公式訪問、ご苦労様です。藤野のコロナ、クラスター残念です。皆様お体に気をつけて

下さいね。 

津久井中央RC 

 水野 茂会員  ガバナー訪問が晴天なのでスマイルします。 

小川洋一会員  久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、ようこそ津久井中央へ。本日は宜しくお願い致します。 

池田豊文会員  久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、本日は公式訪問ありがとうございます。佐藤尚史さん、ご入

会おめでとうございます。宜しくお願いいたします。 

沼崎善充会員  ガバナー、ようこそ神奈川県のアルプスへ～。会長のあいさつが今までで一番いいお話でした。ウ

ソつきでしたが！ 例会に遅刻してスミマセンでした。自分にいつになったら良い事がくるんでし

ょうか？ 体重がマイナス5 ㎏になり、田畑も仕事すればダイエットできますヨ!! 

杉本信一会員  久保田ガバナー、古澤さん福山ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。原様、高価なプレゼ

ントありがとうございました。 

山﨑和彦会員  久保田ガバナー、福山補佐、本日はありがとうございます。 佐藤さん、入会おめでとう。これか

らもよろしくお願いします。仲間が増える事は楽しいですね。 

前沢弘之会員  久保田ガバナー、本日はありがとうございます。とてもやっかいな年度ですが、一同応援しておりま

すのでご活躍下さい。 今日は佐藤さんの新入会、具さんのバーの開店と大変めでたい日です。 

西迫洋美会員  ガバナー、ガバナー補佐、原さん、いらっしゃいませ。 昨日ラインに 10 年来会っていない90 才

になる友人が入っていました。あまりなつかしくドキドキしながら電話しましたら、懐かしい元気

な声を聞く事が出来、新横浜プリンスホテルで会う約束をしました。追伸 女性の友人です 

森田正紀会員  久保田ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございました。コロナ禍の中で色々と大変ですが、お

身体に気をつけてください。今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。佐藤様、入会おめでとう

ございます。これからも宜しくお願い致します。 

所谷 弘会員  ガバナー、ガバナー補佐、原様、自然豊かな津久井にようこそおいで下さいました。天気も良く秋

らしい日で良かったです。 

具 尚禮会員  お久しぶりでございます。私の table があってよかったです。昨日Barのオープンでした。久しぶ

りに緊張した一日でした。20 代を思い出す一日でもありました。この先が少し長く感じる一日で

もありました。佐藤尚史会員様、よろしくお願いします。 

本田泰章会員  本日も貴重な機会の提供、ありがとうございます。 昨日迷子を保護しました。名前を聞いたら長

女の同級生。その子の祖父は飲み友達なので、すぐに連絡をさせていただきました。一つ社会奉仕

が出来ました。ちなみにそのおじいさんは、自分の1 才年上の先輩です。 

山口八重子会員 久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、本日はご苦労様です。よいお天気とともに津久井へようこそ。 

小山里枝会員  久保田ガバナー、本日の公式訪問ありがとうございます。お天気にも恵まれました。日頃ですネ。

きょうはお手柔らかに宜しくお願い致します。佐藤尚史様、ご入会ありがとうございます。末長く

宜しくお願い申し上げます。原様、先日は空気循環式紫外線清浄機をありがとうございました。 

八木 勉会員  久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。今日はありがとうございます。 

佐藤様、これからもよろしくお願いします。 

吉野賢治会員  久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、ようこそお越し頂きました。よろしくお願いします。佐藤さ

ん、入会おめでとうございます。長いお付き合いよろしくお願いします。しいたけが食べ頃に育っ

ています。どうしても外せない会議の為、失礼させて頂きます。 

高橋幸一会員  久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。佐藤尚史さん、入会おめでと

うございます。今後共宜しくお願いします。今日もこれから練馬の現場に行きます。バリアフリー

工事って本当に難しいですね。頑張ります。 

田畑和久会員  久保田G、福山AG、本日はありがとうございました。私が入会した 20 年程前は、ガバナー訪問

では大変緊張したのを思い出します。最近は当クラブのぶっちゃけた雰囲気で例会が行われるの

で、ガバナーの方がびっくりしてないか、と心配していますが…。 

佐藤祐一郎会員 久保田ガバナー、福山ガバナー補佐、本日はありがとうございます。晴天の下、津久井の自然をお

楽しみ下さい。 

井上 旭会員  ガバナー公式訪問に当り、久保田ガバナーようこそお越し下さいました。又、福山ガバナー補佐、

2週間前とようこそ。橋本クラブの原さん、ようこそお越し下さいました。本日佐藤さんが入会さ

れ、佐藤さんが2 名になりました。お若い方が増え、このクラブも活気が出て素晴らしい未来が開

けそうです。ありがとうございます。 

 

 

 


