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  -本 日 の プ ロ グ ラ ム -  

卓話例会 新人としての感想 

 ～五十嵐直樹会員～ 

ロータリー用語集を新入会員入会持に配布すべきで

す。 

新入会員にはブラザー・シスター制度を導入すべき

です。 

- 会 長 報 告 -  

○ガバナー事務所 より 
・クラブの表彰・賞について 
・第 49 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）の
ご案内 
・3 月 ロータリーレート 1 ドル=120 円 

が届いております。 
 

- 幹 事 報 告 -  
○理事会報告 
・3 月 16 日例会を夜間例会に変更します。 
 詳細は，次回例会に書面で配布いたします。 
・山口昇会員が副幹事に就任いたしましたが，今期山

口会員は奉仕プロジェクト担当理事であるところ，
副幹事と理事を兼任することとなりました。 

 
 -会 員 誕 生 -  

小澤俊通会員，山口昇会員，お誕
生日おめでとうございます。 
 いつも華麗なソングリーダーが
前に立っていながら。指揮をとっ
てくれないために，バースデイソ
ングが乱れてしまいました。 
 きっと小澤
会員の誕生を
祝うために，
一部会員が自
主的に輪唱で

お祝いをしたのだと思います。 
 山口昇会員は，次年度幹事とし
ての抱負を語ってらっしゃいまし
た。きっと堂々と幹事を務められ
ることでしょう。おめでとうござ
います。 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
       －卓   話— 
 
 新人としての感想   

 
五十嵐直樹会員 

 
１ 入会理由について 

私の紹介者である中野正義さ
んがいなければ私はここにいま
せん。正義さんとはてまえ共の
自治会活動で共に長く汗を流し
てきました。 

正義さんの，純粋に地域のた
め奉仕する一生懸命なお姿はた
だただ立派です。 

私は法人保険代理店を営んで
おり，経営も順調です。弊社の年間売上の１％を社
会貢献事業に使うことを役員会で決定し，実行に移
しました。初めはピンクリボン神奈川支部の活動に
寄付するつもりでしたが，何度もお誘いを頂いた正
義さんのロータリーへの参加を決めました。 
２ 5 か月を経過して戸惑ったこと 

① 国歌斉唱にドン引き 
新人の集いでも多く同様な意見がありました。
先日参加したＩＭでロータリーの歴史を知り，
理解できました。 

② ロータリー語が理解できない 
ガバナー，ＳＡＡとか 
茅ヶ崎湘南ＲＣの脇さんからロータリー用語
集を説明いただき，理解が進みました。新会
員には全員に配布すべきです。 

③ 顔と名前がわからない 
どの世界に行ってもまずはここからと一生懸
命に前にでました 

３ 入会後気を付けたこと，できたこと 
 皆さんを早く覚え，積極的にきちんと挨拶をす
ること。 
 何も判らないので，一つでも皆さんのために役
に立つよう努力したこと。 
 何もできないので，せめて例会出席率は１０
０％でと考え，実行できたこと 
 紹介者である中野さんの顔をつぶすことのない
ようにと考え，一応はこなせていること。 
 新会員の集いでは，各班の討議内容をまとめ代
表として発表の役を勤めましたが反響は大変によ
く，爆笑と皆さんからハイタッチを求められる程
でした。我が中 RC のメンツを潰すことなく，締
めくくったつもりです。 
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４ 厚木中クラブに対する進言 
① 新人会員に対するブラザー制度（世話役）の

導入。 
新入会員に対するブラザー制度の導入を進言
スコートをお願いします。当然ながら次期新
入会員の入会の際には，私が喜んで立候補し
ます。 

② 女性会員増強へのプロジェクトの立ち上げ 
多分茅ヶ崎 RC かと思いますが，虚位的に女
性会員が増えています。結果には偶然性はな
く，必然的な理由が存します。石川会員・千
代川会員をキーウーマンとし，早期プロジェ
クトの立ち上げを進言します。女性特有の柔
らかさ，緻密さは今後のロータリーを大きく
変える原動力となります。 

③ イノベーションとマーケティングの再確認 
今までのやり方で本当に良いのかもう一度考
え，必要であれば柔軟に改革を起こす。特に
会員の増強においての，具体的な手法・方向
性の再確認をすべきかと思います。 
 私が増強委員に立候補いたします。 

 
—ス マ イ ルー 
 
［小島会長，佐々木副会長，城所会長Ｅ，
山本幹事，山口副幹事］ 

本日は卓話例会です。五十嵐直樹会員
よろしくお願いします。今年も 2 か月が
過ぎます。寒暖の差が多い中，会員の皆
様，体には気を付けてお過ごし願います。 
［山崎隆夫会員］ 
 18 日赤坂の迎賓館見学に厚木中学の

同窓会 8 人で参加しましたのでスマイルします。 
［小澤俊通会員］ 

本日は誕生祝いをありがとうございます。今後ともよ
ろしくお願いいたします， 
［山口昇会員］ 

本日は，誕生日のお祝いありがとうございます。これ
からもよろしくお願いします。 
［山口光正会員］ 

妻の誕生祝ありがとうございました。 
［飯田久夫会員］ 

妻の誕生日を祝っていただき，ありがとうございます。
妻は，朝からバラの花を待っていました。 

私の母の命日でもありますので，一輪お裾分けをする
そうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［城所敏之会員］ 
本日は，五十嵐さん，初めての卓話をよろしくお願い

しますね。 
いつもマジメに熱心にタスキをかけて役目をがんばっ

て頂き，頭が下がります。今日は楽しみです！ 
［織原利久会員］ 

五十嵐さん，本日の卓話楽しみにしています。 
［ＳＡＡ中野正義会員］ 

五十嵐直樹さん，本日の卓話期待しています。地区の
新会員の集いに参加された感想を是非聞かせて下さい。 

山崎さん，いつも写真ありがとうございます。 
［原田孝一会員，西村弘司会員］ 

山崎さん，いつも写真ありがとうございます。 
五十嵐さん，卓話楽しみにしています。 

［建部覚会員］ 
ひな壇に 5 人そろったことを祝してスマイルします。 

［三平治憲会員］ 
五十嵐さん，卓話頑張ってください。 
所用のため，早退させていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  —例会スケジュールー  点鐘 12：30  会場 レンブラントホテル厚木        《出 席 率》              

日時 内    容 担   当  
 

会員数 欠席者数 

３/２ 1839 回 卓話例会(佐藤光輝会員) クラブ管理運営委員会  

    45 ７ 
（事前メイク１） 

３/９ 1840 回 卓話例会（菅原光志ＰＤＧ） クラブ管理運営委員会  

３/16 1841 回 夜間例会 プログラム委員会  出 席 率 前々回修正出席率 

３/23 1842 回 ＰＥＴＳ報告（城所会長エレクト） 会長エレクト  

   84.21 ％     81.58 ％ 

3/30 1843 回 卓話例会（2780E クラブ渡辺力会長） クラブ管理運営委員会  

 

 厚木中クラブ創立 35周年のときに、記念講演 
をしていただいた藤川享胤 PDG をご記憶でしょう
か？ その藤川 PDG のご縁で知り合えた東京臨海
RC の今井忠会員からご案内いただき、２月２５日
は RI2580 地区大会＠ホテルニューオータニに参加
してまいりました。ラビンドラン会長の代理には

ビチャイラタクル元 RI 会長が出席され、90 歳と
は思えない力強い英語でのスピーチを聴くことが

できました。約 50 分間の長さです。藤川 PDG は
ビチャイラタクル元会長をとてもとても尊敬され

ており、ビチャイラタクル元会長も藤川 PDG を信
頼し、親子以上の固い絆を感じます。メトロポリ

タンの RC 地区大会に集まった全国からのガバナ
ー、元ガバナーは数多く、その中には 2780 地区の
田中賢三ガバナー、渡辺 PG、相澤 PG、松宮 PG
がいらっしゃいました。人と人のつながりは何に

も代えられない尊さがあります。いい人との出会

いこそがロータリーの魅力であると改めて感じた

一日でした。（や） 
 


