
本日のゲストで卓話者は、NPO法人湘南食育ラ

ボ監事であられます鈴木由佳様、グランドシェフ田

畠早紀子様です。湘南食育ラボ様には、先日の地

区協議会の第2部懇親会では大変美味しい地元湘

南の地産地消の食材を使った安心安全の食事を

作って頂き、大変好評でありました。又昨年11月に

も姉妹クラブ東慶州RCの来日際も大変お世話に

なりました。

座間RCの細川会長と4/17開催された地区協議

会の実行委員長大矢さんが、ご挨拶にいらしてい

ますので宜しくお願いします。

先週、私達が地区協議会の時、後藤PGが4/10~

17迄、規定審議会の立法議会開催のためシカゴへ

行って頂きました。この規定審議会は、3年に一度

開催され各地区から1名選出された代表議員が、

各地区や各クラブから出された立法案を審議され

るしくみになつております。そしてこの手続要覧が

改訂され発行されます。後藤さんに少しご報告の

時間を取りたいと思います。 尚、5/12の理事会で

も、早速細則の改正等を審議して5月の例会の時

ご承認を頂きたいと思います。宜しくお願いします。

さて先週の17日、日曜日第2780地区2016年地

区研修協議会が開催され、座間RCさんと我が大

和中RCのダブルホストで設営をして頂きました。22

名の多くの参加者のご協力も頂き誠に有難うご

ざいました。又受け付けと懇親会の部門の担当で

は、皆さんのご協力に感謝を申し上げます。懇親会

は予想以上に参加され若干帰られました方が出ま

したが、NPO法人湘南食育ラボの地産地消の安心

安全かつ心のこもったもてなしで、大変美味しく過

ごすとが出来き参加者の皆さんも喜んで帰られま

した。又この機会をいただき、座間RCの皆さんと実

行委員会を10回と現地での打ち合わせ地区打ち

合わせ等で約10回と集まりましたが、ホストをやる

事で他クラブの皆さんとの交流も出来大変良かっ

たと思いました。私は、研修分科会に参加させてい

ただきました。今日は時間がありませんので後日、

1

【 本日のプログラム 】 4月23日 家族移動例会 「江戸の艶舞台」 親睦活動委員会
【 次回予告 】 5月12日 第6回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 入江 公敏 会長エレクト

【 第1807例会 】 平成28年4月21日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 板垣 克浩 君
【 ビジター 】 細川康治様、大矢成行様（座間RC） 【 ゲスト 】 鈴木 由佳 様、田畠 早紀子 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 10名(敬称略)

43名 29名 74.36% 81.08% 11名
荒井、原嶋、橋本（吉）、引田、池澤、北島、中島、
苗加、富澤、梅野
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ご報告の機会をつくりたいとおもいます。これで会

長の時間を閉めさせていただきます。有難うござい

ました。

「16年規定審議会報告」

地区規定審議会代表議員 後藤 定毅

結論として世界のロータリー

は広く、大きいという印象でし

た。世界に532の地区があり、

521地区が代表議員を派遣し、

規則を変える制定案117件、

理事会決定を促す決議案64件、合計181件が討議

されました。

今回の審議会は歴史的なものであり、従来のロー

タリーの基本的理念を変更しています。すなわちRI

理事会提案の、例会頻度と出席、今までの毎週例

会を月に2回までとか、会員身分と職業分類、誰で

も自由に入れるようにするという柔軟性を、二つと

も約390対80という圧倒的な差で採択しました。

その理由は柔軟性がないと、今後会員基盤の縮

小と高齢化が続く可能性があり、会員減少に歯止

めがかからないというものでしたが、果たしてどう

でしょうか。ただこれらの救いは、クラブ自治権によ

る裁量でということですので、今後ますますクラブ

の考え方が重要となり、如何にクラブを魅力あるも

のに出来るかどうかが問われる、クラブを育む努力

が必要なのではと感じました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

配偶者誕生日 北島 光代 夫人 4月21日

中島 條子 夫人 5月11日

結婚記念日 横澤 創 君 4月29日

長谷川 清 君 4月29日

創業記念日 梅野 房子 君 4月29日

板垣 克浩 君 5月1日

神作 彰 君 5月7日

入会記念日 池澤 利男 君 5月1日

「食育ラボ 食の安全・安心教育」

ＮＰＯ法人湘南食育ラボ 監事 鈴木 由佳 様

グランドシェフ 田畠 早紀子 様
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細川 康治 様（座間RC）
先日の地区研修協議会は本当にありがとうござい

ました。今後とも座間クラブ共々宜しくお願い致しま
す。
大矢 成行 様（座間RC）

大和中RCの皆様、こんにちは。地区協では大変お
世話になりありがとうございます。これからも宜しくお
願いします。
橋本日吉 会長、辻彰彦 幹事
①NPO法人湘南食育ラボ監事鈴木様、グランドシェフ
田畠様、先日はありがとうございました。また、本日
は卓話ありがとうございます。楽しみにしております。
そして座間RC細川会長、大矢地区協実行委員長、
先日はご苦労様でした。

②細川会長、大矢地区研修協議会実行委員長、よう
こそお越し下さいました。地区研修協議会の大成功、
おめでとうございました。

③後藤さん、お帰りなさい。世界の舞台での大活躍、
我がクラブの誇りです。

後藤 定毅 君
規定審議会から無事に帰りました。いろいろな励ま

しありがとうございました。地区研修協議会盛会のこ
と何よりでした。会員として手伝えずすみませんでした。
藤塚 勝明 君
①湘南食育ラボの鈴木様、田畠様、地区協議会では
素晴らしいお料理をありがとうございました。また、
本日の卓話宜しくお願いします。

②後藤さん、無事のお帰り安心しました。お役目ご苦
労様でした。今後のロータリーはどこへ行くのでしょ
うか。

横澤 創 君
①先日の地区研修協議会は、悪天候にもかかわらず
大成功おめでとうございます。大矢実行委員長、細
川会長、大変お疲れ様でした。

②後藤PG、お帰りなさい。米国での規定審議会ご出
席大変ご苦労様でした。ロータリーが180度変わる

ような、大きな変革が決議されたようです。また、ゆっ
くりお話しを聞かせて下さい。

③結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。39回
目の記念日です。来年の40回目を目指して、ガンバ
リマス。

北砂 明彦 君
地区研修協議会を欠席し、誠に申し訳ございません

でした。悪天候での開催と伺いました。本当にご苦労
様でした。研修受講はしておりませんが、入江年度、手
を抜くことなく一生懸命頑張りますので宜しくお願い
します。
石川 健次 君
先日の地区研修協議会では、「食育ラボ」さんに大

変お世話になりました。鈴木さんの頑張りで、皆様に
喜んで頂けました。所用で本日欠席で、卓話が聞けず
に残念です。
髙橋 政勝 君
私の孫（高校3年生）が英語によるディベート大会で

全国優勝です。7月に世界大会がタイで開かれます。
日本代表として参加をします。尚、インターアクトクラブ
で活動をしています。スポンサーは浦和東RCです。
上田 利久 君、番 桂柳 君、高橋 清 君、
伊藤 英夫 君、長野 俊八 君
後ちゃん、ご苦労様でした。エバンストンは如何でし

たか。後日楽しい卓話をお願い致します。
長谷川 清 君
38回目の結婚記念日をお祝いいただき、ありがと

うございます。
川名 惠美子 君
後藤様、お帰りなさい。ご苦労様でした。楽しかった

ですか。後で教えて下さいね。
板垣 克浩 君
創業記念のお祝いありがとうございます。

神作 彰 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。

スマイルボックス 神作 彰 副委員長 本日 \27,000 累計 \620，０5０


