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司会   池田豊文 SAA  水野  茂会長   斉唱  奉仕の理想  

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 森田正紀委員 】    

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 20 16 4 80.00％  80.95％ 90.48％ 

本日欠席者 八木会員、具会員、井上会員、本田会員 

 

もう一つよくある間違いは、大皿料理を取り

分ける時の「逆さ箸」です。ここでの問題点の

一つは、衛生面です。お箸の頭部は箸袋から出

ていて外部と接触しています、その部分で料理

に触れるのは、気持ちいいものではありません。

もう一つは汚れて、見た目も悪く、手などに触

れてしまうことです、ここは面倒でも、お店の

人に頼んで取り箸を用意してもらうのがベスト

です。マナーを知って楽しい食事会をしてくだ

さい。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただ

きます。 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

今年も年の瀬が迫り、残り 20 日余りとなりまし

た。紅葉の季節も過ぎ、落ち葉が山を覆っていま

す。例会も本日を含め後３回です。残り少ない今

年を大事に過ごしていただきたいと思います。 

8 日火曜日には、私と小川幹事、橋本ロータリ

ークラブの沼尾会長と原幹朗さんとで、空気清浄

機を相模原赤十字病院に寄贈してまいりました。

後程、理事会の審議事項に上程しますが、寄付金

も同時に橋本ロータリークラブと共同で、贈呈し

たいと考えていますのでよろしくお願いします。 

さて、本日は外食マナーの落とし穴についての

話です。外食では、相手や周囲の心地よさ、もし

くは不快さが、マナーの善し悪しを見極めるキー

ポイントです。よく見かける間違いマナーといえ

ば「手皿」です、お皿から料理をとって口元に運

ぶとき、お箸を持っていない方の手で受ける仕草

です。手皿は一見上品に感じますが、実はマナー

違反です。和食は小皿や取り皿を持っていただく

のが作法なので、それを手に置き換えてはいけま

せん。手の上は不衛生なので好ましくありませ

ん。又、洋食は基本的にお皿を持ち上げませんの

で、お皿に模した手皿はもちろんＮＧです。 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

 8 日に会長幹事会がありましたので、その報 

告をします。 

・IM について、ホストクラブは相模原中ロー 

タリークラブで準備を進めております。地区

全体で見ますと第 8 グループは中止ですが、

他は準備を進めているそうです。第 5 グルー

プの IM は 3 月 6 日の予定で、内容は各クラ

ブから「コロナ禍におけるロータリー活動と

クラブ総会」について、各クラブ 3 分でスラ

イドを利用して発表します。  

 



 
 

     

 

 

 

 私は東日本大震災の被災地、岩手県の大槌町

で 5 年間支援活動をしてきました。釜石市と宮

古市の中間にある大槌町は、震災により人口 1

万 2～3 千人のうち 1 割の方が亡くなりました。

昔は宮古でもなく釜石でもなく、大槌町の漁港

が一番盛んだったことを知っていたので非常に

愛着がありまして支援活動をしました。その話

と、司馬遼太郎さんの小説（街道をゆく等）を

読んで行った旅先でメークアップしたクラブの

紹介をしました。 

 また、大谷年度の時に知りあった第 3662 地区

の済州島のクラブの方々と個人的にお付き合い

をしておりまして、私を「お父さん」と呼んで

くれるユン・ソンミンという 52 歳位の土木建築

業の社長がいます。そのロータリアンが去年私

の誕生日にわざわざ韓国からお祝いに来てくれ

て、ホテルでご馳走してくれました。 

今年の 2 月には韓国に是非来てくれと言われ

て、ホテル代、飲食代をすべて出してくれまし

た。そのユン・ソンミンから 2023－2024 年度

のガバナーになることが決まったという連絡が

ありました。私に懐いてくるので、私も済州の

息子と言っているのですが、ガバナーになると

聞いて嬉しくて、この事も皆さんにお伝えしよ

うと思い、今日はメークさせて頂きました。 

今後も時々来ますので、どうかよろしくお願い

します。 

原  幹朗様の話  

高橋幸一会長エ

レクト 
 

原 幹朗 様  相模原橋本 RC 

 

 今日は久しぶりに皆さんの笑顔を拝見して癒

されています。ありがとうございます。 

 皆さんにお渡しした冊子は、私が藤沢で卓話を

した時の資料のコピーです。脇洋一郎ガバナー年

度の第 3グループガバナー補佐の山口俊明さんか

ら依頼があり、ロータリーの友地区代表委員の時

の話ということで卓話をしてきました。 

 

  

  

中村辰雄様の話  

 今日は隣に中村さんがいらっしゃいまして

びっくりしましたが、中村さんは本当に活動的

な方で、全国津々浦々というか海外も含めて大

変行動的な方だと思います。昭和 22 年のお生

まれなんですね。という事は戦後まもなくです

から、この頃の生まれの方は普通ではなく、特

殊なDNAが入っていると私は常日頃思ってい

ます。 

 今橋本クラブではコロナの第 3 波を気にし

ていまして、新年にいつも行っている合同例会

についてですが、当クラブの沼尾会長のご子息

がクラスター発生時の濃厚接触者の一人であ

ることから、沼尾会長も非常に慎重になってお

ります。かなり身近な所で発生してしまいまし 

ゲスト紹介  

本日理事会がありますが、議案は日赤病院の寄

付金について、それと RI からの緊急提案（制定

案）20E-O1 の反対表明についてです。また、

ここに来てコロナ感染者の増加が続いていま

すので、今後の例会についても相談したいと思

います。 

次年度の体制について、今現在会長エレクト

は高橋さんですが、ちょっと難航している所も

ありましてまだ決定していません。総会の前に

理事会を通さなければならないので、臨時理事

会を開き、承認の後に発表としますのでよろし

くお願いします。 

 

 

中村辰雄 様  相模原南 RC 

 

 

 



 

たので、やはり心配になるわけですね。ですの

で、今検討中ではあるのですが、合同例会につ

きまして、場合によってはちょっと時期をずら

して行うことも考えております。またご相談し

たいと思います。 

 もう一点、RYLA というのが杉岡年度にスタ

ートしたいということで種がまかれまして、今

年頂いた予算が 30 万円だったと思います。

RYLA というのは 2 泊 3 日程度で 30～40 人を

集めて体験学習をやるのが基本的なプログラム

なんですが、予算的に無理なので、各月一回

RYLA 委員会を開いています。 

湯河原ロータリークラブでは 60 周年の記念

事業として RYLA をやりたいと言っています。 

今、ガバナーが決めればやっていい事になって

いる IM ですが、各グループがやるのが当たり

前になっていて、これだけ細分化された 9 グル

ープの中で、毎年同じエリアの人で顔を合わせ

て行うので、9 グループの中のあるグループが今

年は IM ではなく、RYLA をやろうというのが

あってもいいのではないかと思っています。 

今までの延長ではなかなか難しいと思いますの

で、そういう雑多な考えも取り入れることを考

えて頂きたいと思います。 

 最後ですが、協同病院のクラウドファンディ

ングの件で、1500 万円の目標でスタートして、

2 週間程で達成しましたので、ネクストターゲッ

トで 2020 万円を設定し、これも割合早くクリア

しました。ファイナルゴールを 3000 万円に設定

しましたが、今 2500 万円を超えております。 

ですから頑張れば達成するのではないかと思っ

ています。津久井中央とご一緒させて頂いてよ

かったと感謝しております。毎週月曜日の夜に

HK ラウンジで会合を開き、進捗状況の確認も

しておりますので、お時間がありましたら是非

お立ち寄り下さい。 

 P.S で、私共のクラブでは会友というものを作

りました。チャーターメンバーが 50 名いたので

すが、半分近くが退会しました。でも退会した

方は離さないということで、会友として丁寧に

繋いでいきたいと思っています。縁は切れてい

ませんので、山口さん、ご主人様によろしくお

伝え頂きたいと思っております。 

会員卓話  

山口八重子会員 
 

 今日はこのような卓話の時間を頂き恐縮です。 

こうしてここでお話をさせて頂くことが不思議な

のですが、私がなぜロータリーにご縁があったか

ということをお話させて頂きたいと思います。 

 ある日、西迫さんが我が家に来て下さいまして

「ロータリーに入らないか」というお話がありま

した。西迫さんが来て下さった理由として夫の話

があります。夫は調剤薬局を始めて 37 年目にな

ります。私も夢中で手伝ってきましたら、いつの

間にか浦島花子みたいになっていまして、世間知

らずの状態でした。津久井ロータリーに誘って頂

いて、初めて歌舞伎に連れて行ってもらったとい

うような生活をしておりました。 

 私が出産で西迫さんの産婦人科に入院し、西迫

さんのご主人の平雄先生にはとてもお世話になり

まして、また薬局開設時にも大変お世話になりま

した。西迫さんが私をロータリーに誘って下さっ

たことは、37 年間頑張ってきたからそのご褒美だ

ったのだと感謝しております。ですから私にとっ

ての神様は西迫さんです。 

 夫は橋本ロータリークラブのチャーターメンバ

ーで、一年間でしたがお世話になりました。でも、

その一年間は休んだ事がなかったようです。 

その頃私はロータリーというものを全然知らなか

ったのですが、もし知っていたら夫に、「ロータリ

ーはとてもいいものだから、絶対に続けた方がい

いよ」と言っただろうと今は思っています。 

 仕事の方は、以前は人事や経理など全部やって

おりましたが、今はもう人に任せて用務員さんの

ような感じの仕事をしております。こんな私です

が、今後ともよろしくお願い致します。 

 



 

 

 

  
スマイル報告 森田正紀委員 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原南RC 

 中村辰雄 様  津久井の皆さんに会いたくなってメークに参りました。よろしく!! 

相模原橋本RC 

 原 幹朗 様  井上さんのお誕生日を祝して！ たびたびのお心づかいに感謝してスマイルいたしま

す。今後もよろしくご指導下さい。 

津久井中央RC 

水野 茂会員  本日の山口さんの卓話、楽しみにしています。山口さんが卓話するのでスマイルします。 

田畑和久会員  中村さん、お久しぶりです。お元気そうでなによりです。原さん、中村さん、共に名札

が出来ました。一層の出席を宜しくお願いします。今日は井上会員の喜寿(77才)の誕生

日、明日は私と小山さんの誕生日。めでたくもあり、めでたくもなし。一年生きのびた

ことに感謝と、コロナのおかげで歌舞伎町からの連絡もなくなりました。 

小川洋一会員  中村さん、原さん、ようこそ。あとは何もありません。 

高橋幸一会員  中村様、原様、本日もようこそお越し下さいました。山口さん、卓話ありがとうござい

ました。先日新宿オペラシティビルでヤマグチ薬局を発見して感動しました。年末年始

に向けて色々な準備を始めました。無事に新年を迎えられますようにスマイルします。 

池田豊文会員  相模原南クラブの中村さん、ようこそお越し下さいました。先週はお騒がせしました。 

佐藤祐一郎会員 原さん、中村さん、本日もありがとうございます。お 2人に負けない様、出席に努力い

たします。 

山﨑和彦会員  原さん、中村さん、ようこそ。本日は山口さんの卓話を楽しみに来ました。おつかれ様

でした。もうすぐ冬至です。日がのびるのを楽しみにしています。 

杉本信一会員  中村様、原様、ようこそ。12/16、HK ラウンジでの年次総会です。参加者は事務局へ連

絡お願いいたします。 

前沢弘之会員  中村さん、原さん、いつもありがとうございます。山口さん、何とも良いお話を聞かせ

ていただきました。ありがとうございました。 

沼崎善充会員  原さん、中村さん、お元気そうで何よりです！写真とってもステキです。個人的には何

も良い事がありません。皆様には良い事がありますように～。そして 2021 年は私にも

幸せが来ますように。追伸 杉本君に負けないようガンバリます!!（毎回彼に寄付して

ます） 

山口八重子会員 中村さん、原さん、ようこそいらっしゃいませ。お天気も良くなってスマイル、スマイル。 

西迫洋美会員  中村さん、原さん、いらっしゃいませ。来週の今頃は京都に行き、ホテルオークラに宿

泊、歌舞伎を見る予定でしたが、京都もコロナのめまぐるしい増加で、キャンセルしま

した。歌舞伎の券は買い取りでキャンセル出来ないそうです。ラッキーと言って良いの

でしょうか？ 

小山里枝会員  本日も原様ありがとうございます。出席が当たり前になってまいりました。中村様、何

とも美しい写真と軌跡の冊子はお見事でございます。素晴らしいですね！山口さん、楽

しく卓話をありがとうございました。さて、近頃？困りました。食欲の秋ならぬ食欲の

冬でございます。わたしはまだ若い！？ 

井上 旭会員  今回は私の誕生日でお休みをさせていただきました。倅夫婦が喜寿のお祝いに温泉旅行

をプレゼントしてくれましたので、楽しんできます。 

森田正紀会員  原様、中村様、本日もありがとうございます。そして本日の急な卓話、山口さんありが

とうございました。良いお話でした。コロナで大変な世の中ですが、元気にガンバリま

しょう！ 

 

 

 

 


