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　本日も何とまた雨です。３週続い
て例会がらみの日は雨。１１月１９
日芋ほり予定日が当日快晴だったが
前々日、前日の雨でダメ、翌週２６
日も前日当日の雨でダメ、１０年ほ
ど前私が会長の時やはり当日雨で朝
７時半ごろ秋本会員が来られ「これ
じゃあ出来ないね」などと話したの
を覚えています。ただその時は１週間後に実施できま
した。困るのは中途半端な天気です、前日１８日に２
時から地区のクラブ研修リーダーセミナーが有り雨の

 会長報告　　星野　雄　会長　　
　

中、藤次年度会長と藤沢商工会議所に行った帰り三崎
まで帰って来てごくろうさんで焼鳥屋にて１杯してい
るうちに雨がやんでしまい明日の中止は決まっていた
のですがどうせならもっとざんざん降ってくれという
気持ちでした。
本日食事中お話がありましたが事務の柳田さんが１２
月いっぱいで会議所を退職するとの事です。クラブの
事も経験長く非常に優秀な人なので正直「困ったな」
ですが仕方のない事なので後任の山崎さんに期待しま
しょう。
１３日社会を明るくする運動の会議が有りました。保
護司会の会長が変わられたとの事で会則案が出来それ
を検討し理事として保護司会から３名、当クラブから
１名、薬物乱用防止の会から３名、更生保護女性会か
ら３名、保健福祉事務所から２名、その他で一応１２
名、議長は保護司会会長との事です。

２４、２５日と５名で
米山記念館見学の研修
旅行に行ってまいりま
した。２０年ほど前に
来た時と建物のイメー
ジが変わっているとの
事や、米山梅吉とロー
タリーの関係がよく分
かったなどの感想、米
山姓が多いのか近所に
米山姓の看板が２か所
ほどありました、また
名刺を出したら会館の
職員さんが三崎のマグ
ロ祭りに行った事があ
るとの事でした。

１２月１～２日は都合のつく会員による芋掘りでし
た。２日間で各学校作業所等向けの分を掘り長谷川さ
んの名入り段ボールに２７ケース（１ケース約２０Ｋ
位）詰め配布しました。
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   　本日出席：15名　欠席：10名
　　出席率 60%
・MAKE UP
　　草野昌幸　（社会奉仕委員会芋掘り 2回）
　　松崎貞男、秋本清道、星野　雄、鈴木康仁
　　藤喜代司、笠倉正弘（社会奉仕委員会芋掘り 1回）
　　秋本清道、高木　巌（職業奉仕研修旅行）　　　
　により、出席率は 100％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 25,000 円    150,000 円 175,000 円
財      団 10,000 円   52,000 円 62,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   11,000 円 13,000 円
米　　山 11,000 円   52,000 円 63,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 48,000 円   258,000 円 316,000 円

・星野　雄
　米山記念館旅行、楽しんでまいりました。
　いもほり、残念でした。昨日、各学校等へ康仁さん、
　藤さんとで配ってきました。
　誕生日のお礼。
・松崎貞男
　誕生祝いありがとうございます。
・鈴木正孝　誕生月のお祝いありがとう。
　おイモ掘りに出席できずすみません。
・高木　巌　星野さん、秋本さん、米山研修旅行の写真
　ありがとうございました。コンパニオンがかわいく
　てたのしかったです。
・相沢静夫　前回欠席のおわび。
・芹川直行　①芋掘り欠席のおわび。
　②柳田さん、永い間ごくろうさまでした。
・鈴木康仁　12/1.2、2日間に渡り、いも掘ありがと
　うございました。雨男としかられましたが、会長、
　藤屋さんの協力で全校に配達できました。
・菊池　恵　誕生祝、ありがとうございます。
・秋本清道　本日、久しぶりの卓話です。よろしくお
　願いします。
・藤喜代司　秋本さん、今日の卓話楽しみにしており
　ます。
・長瀬六朗　いも掘りに欠席してすいません。
　秋本会員、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　秋本さん、卓話よろしく。

● 社会奉仕委員会　鈴木康仁 委員長
　＜芋ほり例会報告＞

＊ロータリーの友
＊地区より　ガバナー月信、エンドポリオヒアリングシート
＊第１G三役会案内及び前回議事録
＊１２月RIレート　１＄＝１２０円
＊１２月例会案内
              横須賀RC,横須賀西RC,横須賀南西RC
＊週報　当クラブ、鎌倉中央RC
＊新年会等案内　　
               三浦市医師会、三浦市社会福祉協議会
＊三浦JC　会報誌

 幹事報告
＊お誕生月お祝
      松崎貞男会員 S 7.12.25　 星野　雄会員 S22.12.7
      鈴木正孝会員 S30.12.16   菊池　恵会員 S23.12.6
      鈴木金太郎会員 S21.12.1　  土田成明会員 S32.12.8

● 親睦委員会　高木　巌委員長
　＜クリスマス例会について＞
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 卓　話　　　　　　　　　　　秋本 清道 会員

　久しぶりの卓話です。11月24日、
25 日と研修・親睦旅行に行ってき
ましたので、その話をさせて頂き
ます。
　連休明けでしたので 5 名の参加
でしたが楽しく行ってきました。
当クラブでは 20 年ぶりに米山梅
吉記念館を訪問して来ました。
　当時は 20 名近いメンバーで、
泊りは伊豆長岡温泉でした。家族には言えないような
こともあった気がします。私と星野英夫さんは術後
だったので、お風呂で互いの傷の見せ合いをしたこと
を思い出します。米山梅吉記念館も 10 年ほど前に近
代的な建物になっていました。米山梅吉翁については
それなりに知っているメンバー 4 人、そして初めて訪
れた奥山会員。奉仕の理想・理念を 4名は再確認でき、
奥山会員は梅吉翁の足跡を見て「そう言うことか」と
納得していました。この時点で今回の旅行は成功なの
かなと感じました。私も新たな気持ちで、今日はニコ
ニコ・米山等気張りました（年金も入りましたし）。
　昼食はもちろん鰻、河口湖の宿に向いながらワイン
を飲んだり、買い物をしたりしながら湖畔につきまし
た。一風呂浴びて、美人？のお酌でロータリーのこと、
自分のこと、昔話…、いろいろ話をして盛り上がり、
少し飲み過ぎたのか比較的早く休みました。
　翌日は忍野八海や、大月
にある日本三大奇矯の一つ
猿橋を見たりしました。
　今回の研修旅行は「思っ
たら実行」でしたので、参
加をしたくても出来なかっ
た会員も多くいられるよう
です。会長は任期中にもう
一度企画をしたいとのことですので、その時は多くの
ご参加をお願い致します。
　色々な話をした中で、うちのクラブは新会員に対し
てのフォローが少し足りないので、しっかりやらなけ
ればいけないのではないかとの意見も出ました。新会
員セミナー的な事の計画をすると思いますが、その

きっかけとして、昨年行われた地区の新会員の集いで
の資料がありましたので、少し問いてみたいと思いま
す。分かる会員は確認をして頂き、新会員の方は知識
として頂けたらと思います。
第7回新会員の集い・テーブルディスカッション用ロータリーの知識
　　　　『ロータリーを楽しんでいますか』
1. ロータリアンは国際ロータリーの会員ですか。
2. 国際ロータリー・クラブという言い方は正しいですか。
3. RI は何の略ですか。
4. 国際ロータリー世界本部はどこの市にありますか。
5. 世界で最初に設立されたシカゴ RC の初代会長は誰
　ですか。
6. 国際ロータリーの主な収入源を一つ挙げて下さい。
7. RI の今年のテーマはご存知ですか。
　次年度のテーマはご存知ですか。
8. 日本のロータリー・クラブの創始者は誰ですか。
9. 日本で最初に設立された東京 RC は世界で何番目で
　したか。
10. なたの地区の現在のガバナーのお名前を言っ　   
　　て下さい。
11. あなたの地区の次年度のガバナーのお名前を言っ
　    て下さい。今年度の役職は何ですか。
12.  次年度クラブ会長ことを何と呼んでいますか。
13.  クラブ役員の６つの役職を挙げて下さい。
14.  地区大会の主催者は誰ですか。
15. 嬉しかったことや、例会月の個人の記念日等に善
　   意の寄付をすることを何と言いますか。
16. クラブ例会にやむを得ず欠席する ( した ) 場合、
　   その補填のことを何と呼びますか。
17. 4 つのテストはロータリー中だけで使用されるも
　   のですか？
18. 4 つのテストはロータリーの標語ですか。
19. RC に入会して自己紹介を初めてすることを何ス 
　  ピーチと言いますか。
20. 五大奉仕は何ですか。
　私は、この中で答えられたのは半分位です。
でも、入会して 22 年ほど経ちますが、深く分からな
くても会長もさせて頂きました。奉仕の理想・理念を
自分なりに理解し、親睦を図っていかれれば、ロータ
リアンですと胸を張って言えると思っています。
　本日はありがとうございました。

2015 年 12 月 1 ～ 2 日　第 2626 回 ＜芋掘り例会＞
雨天で 2度延期になりましたが、収穫したお芋は約 20Kg 入りで 27ケース。
無事、各学校作業所等に配布しました。
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ます。
　連休明けでしたので 5 名の参加
でしたが楽しく行ってきました。
当クラブでは 20 年ぶりに米山梅
吉記念館を訪問して来ました。
　当時は 20 名近いメンバーで、
泊りは伊豆長岡温泉でした。家族には言えないような
こともあった気がします。私と星野英夫さんは術後
だったので、お風呂で互いの傷の見せ合いをしたこと
を思い出します。米山梅吉記念館も 10 年ほど前に近
代的な建物になっていました。米山梅吉翁については
それなりに知っているメンバー 4 人、そして初めて訪
れた奥山会員。奉仕の理想・理念を 4名は再確認でき、
奥山会員は梅吉翁の足跡を見て「そう言うことか」と
納得していました。この時点で今回の旅行は成功なの
かなと感じました。私も新たな気持ちで、今日はニコ
ニコ・米山等気張りました（年金も入りましたし）。
　昼食はもちろん鰻、河口湖の宿に向いながらワイン
を飲んだり、買い物をしたりしながら湖畔につきまし
た。一風呂浴びて、美人？のお酌でロータリーのこと、
自分のこと、昔話…、いろいろ話をして盛り上がり、
少し飲み過ぎたのか比較的早く休みました。
　翌日は忍野八海や、大月
にある日本三大奇矯の一つ
猿橋を見たりしました。
　今回の研修旅行は「思っ
たら実行」でしたので、参
加をしたくても出来なかっ
た会員も多くいられるよう
です。会長は任期中にもう
一度企画をしたいとのことですので、その時は多くの
ご参加をお願い致します。
　色々な話をした中で、うちのクラブは新会員に対し
てのフォローが少し足りないので、しっかりやらなけ
ればいけないのではないかとの意見も出ました。新会
員セミナー的な事の計画をすると思いますが、その

きっかけとして、昨年行われた地区の新会員の集いで
の資料がありましたので、少し問いてみたいと思いま
す。分かる会員は確認をして頂き、新会員の方は知識
として頂けたらと思います。
第7回新会員の集い・テーブルディスカッション用ロータリーの知識
　　　　『ロータリーを楽しんでいますか』
1. ロータリアンは国際ロータリーの会員ですか。
2. 国際ロータリー・クラブという言い方は正しいですか。
3. RI は何の略ですか。
4. 国際ロータリー世界本部はどこの市にありますか。
5. 世界で最初に設立されたシカゴ RC の初代会長は誰
　ですか。
6. 国際ロータリーの主な収入源を一つ挙げて下さい。
7. RI の今年のテーマはご存知ですか。
　次年度のテーマはご存知ですか。
8. 日本のロータリー・クラブの創始者は誰ですか。
9. 日本で最初に設立された東京 RC は世界で何番目で
　したか。
10. なたの地区の現在のガバナーのお名前を言っ　   
　　て下さい。
11. あなたの地区の次年度のガバナーのお名前を言っ
　    て下さい。今年度の役職は何ですか。
12.  次年度クラブ会長ことを何と呼んでいますか。
13.  クラブ役員の６つの役職を挙げて下さい。
14.  地区大会の主催者は誰ですか。
15. 嬉しかったことや、例会月の個人の記念日等に善
　   意の寄付をすることを何と言いますか。
16. クラブ例会にやむを得ず欠席する ( した ) 場合、
　   その補填のことを何と呼びますか。
17. 4 つのテストはロータリー中だけで使用されるも
　   のですか？
18. 4 つのテストはロータリーの標語ですか。
19. RC に入会して自己紹介を初めてすることを何ス 
　  ピーチと言いますか。
20. 五大奉仕は何ですか。
　私は、この中で答えられたのは半分位です。
でも、入会して 22 年ほど経ちますが、深く分からな
くても会長もさせて頂きました。奉仕の理想・理念を
自分なりに理解し、親睦を図っていかれれば、ロータ
リアンですと胸を張って言えると思っています。
　本日はありがとうございました。

2015 年 12 月 1 ～ 2 日　第 2626 回 ＜芋掘り例会＞
雨天で 2度延期になりましたが、収穫したお芋は約 20Kg 入りで 27ケース。
無事、各学校作業所等に配布しました。
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　本日も何とまた雨です。３週続い
て例会がらみの日は雨。１１月１９
日芋ほり予定日が当日快晴だったが
前々日、前日の雨でダメ、翌週２６
日も前日当日の雨でダメ、１０年ほ
ど前私が会長の時やはり当日雨で朝
７時半ごろ秋本会員が来られ「これ
じゃあ出来ないね」などと話したの
を覚えています。ただその時は１週間後に実施できま
した。困るのは中途半端な天気です、前日１８日に２
時から地区のクラブ研修リーダーセミナーが有り雨の

 会長報告　　星野　雄　会長　　
　

中、藤次年度会長と藤沢商工会議所に行った帰り三崎
まで帰って来てごくろうさんで焼鳥屋にて１杯してい
るうちに雨がやんでしまい明日の中止は決まっていた
のですがどうせならもっとざんざん降ってくれという
気持ちでした。
本日食事中お話がありましたが事務の柳田さんが１２
月いっぱいで会議所を退職するとの事です。クラブの
事も経験長く非常に優秀な人なので正直「困ったな」
ですが仕方のない事なので後任の山崎さんに期待しま
しょう。
１３日社会を明るくする運動の会議が有りました。保
護司会の会長が変わられたとの事で会則案が出来それ
を検討し理事として保護司会から３名、当クラブから
１名、薬物乱用防止の会から３名、更生保護女性会か
ら３名、保健福祉事務所から２名、その他で一応１２
名、議長は保護司会会長との事です。

２４、２５日と５名で
米山記念館見学の研修
旅行に行ってまいりま
した。２０年ほど前に
来た時と建物のイメー
ジが変わっているとの
事や、米山梅吉とロー
タリーの関係がよく分
かったなどの感想、米
山姓が多いのか近所に
米山姓の看板が２か所
ほどありました、また
名刺を出したら会館の
職員さんが三崎のマグ
ロ祭りに行った事があ
るとの事でした。

１２月１～２日は都合のつく会員による芋掘りでし
た。２日間で各学校作業所等向けの分を掘り長谷川さ
んの名入り段ボールに２７ケース（１ケース約２０Ｋ
位）詰め配布しました。
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員
・会員総数：25名
   　本日出席：15名　欠席：10名
　　出席率 60%
・MAKE UP
　　草野昌幸　（社会奉仕委員会芋掘り 2回）
　　松崎貞男、秋本清道、星野　雄、鈴木康仁
　　藤喜代司、笠倉正弘（社会奉仕委員会芋掘り 1回）
　　秋本清道、高木　巌（職業奉仕研修旅行）　　　
　により、出席率は 100％となります。
 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 25,000 円    150,000 円 175,000 円
財      団 10,000 円   52,000 円 62,000 円
ポ  リ  オ 2,000 円   11,000 円 13,000 円
米　　山 11,000 円   52,000 円 63,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 48,000 円   258,000 円 316,000 円

・星野　雄
　米山記念館旅行、楽しんでまいりました。
　いもほり、残念でした。昨日、各学校等へ康仁さん、
　藤さんとで配ってきました。
　誕生日のお礼。
・松崎貞男
　誕生祝いありがとうございます。
・鈴木正孝　誕生月のお祝いありがとう。
　おイモ掘りに出席できずすみません。
・高木　巌　星野さん、秋本さん、米山研修旅行の写真
　ありがとうございました。コンパニオンがかわいく
　てたのしかったです。
・相沢静夫　前回欠席のおわび。
・芹川直行　①芋掘り欠席のおわび。
　②柳田さん、永い間ごくろうさまでした。
・鈴木康仁　12/1.2、2日間に渡り、いも掘ありがと
　うございました。雨男としかられましたが、会長、
　藤屋さんの協力で全校に配達できました。
・菊池　恵　誕生祝、ありがとうございます。
・秋本清道　本日、久しぶりの卓話です。よろしくお
　願いします。
・藤喜代司　秋本さん、今日の卓話楽しみにしており
　ます。
・長瀬六朗　いも掘りに欠席してすいません。
　秋本会員、卓話楽しみにしております。
・奥山浩司　秋本さん、卓話よろしく。

● 社会奉仕委員会　鈴木康仁 委員長
　＜芋ほり例会報告＞

＊ロータリーの友
＊地区より　ガバナー月信、エンドポリオヒアリングシート
＊第１G三役会案内及び前回議事録
＊１２月RIレート　１＄＝１２０円
＊１２月例会案内
              横須賀RC,横須賀西RC,横須賀南西RC
＊週報　当クラブ、鎌倉中央RC
＊新年会等案内　　
               三浦市医師会、三浦市社会福祉協議会
＊三浦JC　会報誌

 幹事報告
＊お誕生月お祝
      松崎貞男会員 S 7.12.25　 星野　雄会員 S22.12.7
      鈴木正孝会員 S30.12.16   菊池　恵会員 S23.12.6
      鈴木金太郎会員 S21.12.1　  土田成明会員 S32.12.8

● 親睦委員会　高木　巌委員長
　＜クリスマス例会について＞
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