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７月 日は伊勢田 愛選手（リオ
デジャネイロオリンピック RS:X
日本代表）の卓話でした。
24

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根 貢／クラブ会計：堀内
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
例会日 毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5 水曜日 19：00 〜）
例会場 葉山マリーナー内  葉山町堀内 50-2 TEL 046(876)1727
事務局

葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00 open）
〒 240-0112 葉山町堀内 1883-3 TEL 046(875)2810

8 月 3 日（土） Summer Festa 2019
16：30 〜 21：00 葉山マリーナ

8 月 7 日（水）12:30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
理事会（11：30 〜 ）
8 月 14 日（水）休会（お盆休みのため）
８月 21 日（水）12:30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
８月 28 日（水）19:00 〜
卓話予定

エメラルドルーム

先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
皆さんこんばんは。
先週で第２グループ各クラブへの表敬訪問が

終わりました。表敬訪問とはロータリーで何か
定義されているのかを調べてみましたが、これ
については特に定義はありませんでした。各ク

ラブの判断で独自に行うようです。
この各クラブへの表敬訪問ですが、私は小田
会長の時に幹事として同行させていただきまし
た。その時小田先生がおっしゃっていたのは
「こ
ういう事は年度が始まってすぐに行った方がい

い。相手より先に行くことが大事なんだ。
」と
教わりました。確かに、先方が来られてから、
行くのでは敬意を表しに行くというよりも、来
て頂いたので、お返しに伺うというイメージに
なってしまうかと思います。
それで、以前に鈴田会員のブログで書いて
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ロータリーは 世界をつなぐ
ROTARY CONNECTS THE WORLD
四つのテスト

１. 真実か どうか

２. みんなに公平か
３. 好意と友情を深めるか
４. みんなのためになるかどうか

ROTARY CLUB OF HAYAMA

第 2780 地 区 2019 年 〜 2020 年 度

第 1804 回例会 2019. 7.31
7 月 31 日（水）19:00 〜
卓話：岡野正道会員
１. 開会点鐘（19：00）

エメラルドルーム

２. ロータリーソング（手に手つないで）
３. 来賓紹介
４. 会長挨拶（会務報告）
５. 幹事報告
６. 委員会報告

７. お食事
８. 出席報告
９. ニコニコ BOX

10. 卓話：岡野正道会員
11. 閉会点鐘（20：00）
あった事を思い出しました。それは「挨拶は先

にするのが挨拶で、後から返すのは返事と同じ」
これはその文章の一部ですが、その通りだと思
います。皆さんの周りにもいませんか？ 挨拶
できない人。
私の会社に挨拶できない人がいます。こうい
う人はやはり仕事でトラブルを起こします。会
社に近隣からのクレーム電話が来て、
「車が邪
魔だから動かしてって言ったら睨まれた！どう
いう教育してんだ」とか。でも、実際に睨んで
るかと言えばそうでもないんです。笑顔も挨拶

もない。無愛想で挨拶もしないから悪く見られ
る。これはお互いに不幸ですよね。やはり、笑
顔や挨拶は人間関係の潤滑材なんだと思いま

す。
今、私の会社では、
「挨拶は先にする。後か
ら返したのでは返事と同じ」これを朝礼で話し

７月は鈴木誠二郎会長年度の始まりです。

伊勢田 愛（めぐみ）選手
1987 年高島市出身。
同志社大学時代に全日

て、会社のルールブックに載せています。私も
どこで会っても、やあと先に言おうと思います。
幹事報告：戸張雅仁幹事（7 月 24 日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇青少年交換解団式（帰国報告会）について報
告が来ています。
【到着刊行物】

【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
8 月 3 日（土） サマーフェスタ（葉山マリーナ）
地区補助金事業 プロジェクト：「海とセー
リングを通して地域を学び、理解を深め、交流
しよう」〜イギリスセーリングチームをみんな
で応援しよう！〜
☆点鐘 15：30 （葉山マリーナドックヤード
ロータリークラブブース集合）

☆終了 20：00
◎イギリスチーム応援活動
当日開催の「葉山マリーナサマーフェスタ」
にて、葉山町、葉山マリーナヨットクラブの皆
さんと一緒に活動します。

・ヨットの展示（オリンピック競技艇と同型艇
470 クラス、RS − X クラス）
・選手との交流会
・セーリング競技の解説

など

ロータリクラブブースでの展示等
・会員増強のための活動紹介
・奉仕活動紹介（ミニーアンの現物展示と心肺
蘇生法講習会の紹介）の予定
・葉山町のイギリスチームサポート活動の紹介

など
8 月 7 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
（理事会 11：30 〜 ）
8 月 14 日（水）休会（お盆休みのため）
8 月 21 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
8 月 28 日（水）19:00 〜
卓話予定

エメラルドルーム

本 学 生 選 手 権 で 優 勝。
2015 年のセーリング女
子 RS：X 級 世界選手
権にてリオ五輪の日本
代表に決定。滋賀のス

ポーツを応援する「レ
イクス・スポーツファンド」のサポートアスリー
ト。 ※ RS：X 級 コースレースで水面に設定
されたマークを回って着順を競う競技。

ニコニコＢＯＸ・あれこれ

（◎は大ニコニコです）
★伊勢田様ようこそ。
◎鈴木誠二郎
★伊勢田様ようこそ。
◎戸張雅仁
★御無沙汰していました。昨日、自分の家のセ
コムを作動させてしまい、近所の迷惑おじさ
んになりました。
◎◎関根 貢
★梅雨あけですか。
堀内 章
★卓話よろしくお願い致します。

和子

★本日の卓話楽しみに！。
金子英生
★卓話楽しみです。
佐藤竜司
★卓話楽しみにしております。よろしくお願い
致します。
三上己紀
★愛（めぐみ）選手、ようこそいらっしゃいま
した！！。
★伊勢田様、ようこそ！
★卓話楽しみです。
★夏らしくなりました。
●ゲスト

土佐洋子
鈴田茂喜
山口健次郎
鈴木知一

伊勢田 愛選手（リオデジャネイロオ

リンピック RS:X 日本代表）
●メイクアップ
鈴木誠二郎会長：逗子ＲＣ (7/18)
戸張雅仁幹事：逗子ＲＣ (7/18)
鈴木誠二郎会長：鎌倉大船ＲＣ (7/18)
戸張雅仁幹事：鎌倉大船ＲＣ (7/18)

●会員出席率報告（７月 24 日）第 1803 回
会員総数
26 人
出席者数
12 人
出席率

46.15％

Ｘ

ニコニコＢＯ

RS：X クラスのレース
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本日の合計
￥16,000累計 ￥73,000-

８月は会員増強および拡大月間です。

