
 

週報 428	 

第 635 回	 例会日 2017 年 8 月 29 日	 例会プログラム「ガバナー公式訪問リハー

サル」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

会長挨拶	 第 14 代会長	 野原	 哲夫	 	 

本日は、早朝からきな臭い事件が起きました。	 

北朝鮮は、早朝の 5時 57 分頃、中距離弾道ミサイルを発射した。	 

ミサイルは、日本の上空を通過し、14 分間飛んで、6 時 12 分、北海道、

襟裳岬の東方約 1180 キロの太平洋に落下したと発表しました。住民に伝

える「Ｊアラート」という言葉を知りました。全国瞬時警報システムと

だそうです。	 

明日は、市民会館おおみやにおいて、朝 9 時から地区の管理運営部門

ＲＬＩ運営委員会による、ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）

が開催されます。良い機会なので、参加者は、多くのロータリアンと知

り合ってください。	 

本日の例会は、9/12 ガバナー公式訪問ですが、その前に、柴田ガバナー補佐にお越しいただ

きまして、公式訪問に対するリハーサルを行って指導を受けることになっています。	 

例会終了後は、会員相互の美点凝視のため、1 時間程度 2 階「秋が瀬」において、「情報交換

会」を行います。ガバナー補佐も出席してくださいます。	 

今後、毎月移動例会が予定されていますので、日時と内容を理解され、是非スケジュールに

入れて会員全員の参加をお願いします。	 

ところで、9/19（火）実施予定の小田原蒲鉾老舗の「鈴廣」見学と親睦を兼ねた移動例会実

施のため、昨日、私と、折原職業奉仕委員長、荒蒔親睦委員長、大塚親睦副委員長の 4 名で事

前訪問に行ってきました。鈴廣さんは、150 年の歴史があり、現在 10 代目だそうです。本社周

辺では、パートを含め 200 名位の方が働いています。	 

蒲鉾は、当然多くの魚を利用し、多品種の製造に取り組んでいますが、その他、本店周辺では、

蒲鉾の歴史などを楽しく学べる博物館、蒲鉾・竹輪づくり体験コーナー、古民家を移築した	 

割烹・会席食事処、バイキングレストラン、地ビール「箱根ビールショップ」などがあります。	 

鈴廣かまぼこ副社長であり、小田原箱根商工会議所会頭の鈴木悌介氏（小田原北ＲＣ所属、Ｐ

ガバナー補佐）に出迎えいただきました。	 

	 

2 年前、壁の断熱、ガラスの遮熱、自然光を利用した室内灯、地下水を利用した空調システム

などの電力以外のエネルギーを活用して、電力消費量 54％削減し、その他に大きな屋根の上に

太陽光発電を設置して建築した本社屋を見学しました。	 

エネルギーが「省エネ実践で社会を変える」、「脱原発は経済的を実践する」ことによって、多

くの経済界に、今後のエネルギーのあり方を知る良い機会となると思います。	 

	 

	 

幹事報告	 第 14 代幹事	 竹内	 儀冶	 

1	 本日の例会：クラブ協議会	 

	 	 ９/１２は、ガバナー公式訪問例会です。	 

会員全員の出席をお願いします。	 

	 	 本日は、公式訪問時のクラブ協議会リハーサルです。	 

	 

2	 ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅠの開催について	 

	 	 明日 8/30（水）市民会館大宮にて 9：00	 開始	 

	 	 出席対象者の参加をお願いします。	 

	 

3	 クラブからの連絡	 

（1）	 地区大会ポリオ撲滅チャリティーコンペ	 

10 月 16 日（月）	 プレステージ 1組応募済（追加募集中）	 

（2）	 9/19（火）移動例会	 

現地 15：00 集合	 

小田原の蒲鉾老舗「鈴廣」見学と社長の卓話及び親睦会	 

（3）	 10/7（土）移動例会	 大相撲さいたま巡業場所見学	 

（4）	 10/24（火）移動例会	 午後から	 中央区役所玄関前植樹及び花壇設置	 

（5）	 12/11（月）クリスマス例会予定中	 

（6）	 次回例会について	 

9 月 5 日（火）19：00 点鐘	 ラフレ 5Ｆ	 

「社長の声のチカラで会社は変わる」の内容の卓話です。	 

（7）	 例会終了後は、毎回会員による「情報交換会」を 2階「秋が瀬」で行いますので、ご参加

お願いします。	 

（8）	 今年は、例会出欠の連絡が確実で、食事が無駄にならずに済んでます。	 

今後とも、連絡をよろしくお願いします。	 

（9）	 クラブ事務局のウォッシュレットが付きました。	 

 
 
 



月日   出席   欠席  
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委員会報告	 	 

１）	 職業奉仕委員会	 9 月 19 日移動例会について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

鈴廣蒲鉾においての卓話内容と当日のスケジュール	 

２）	 国際奉仕部門委員会	 地区補助金海外枠、タイ国チェンライ移動例会、	 	 	 	 	 	 	 

2016 年度米山記念小学生金さんの結婚発表	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

スマイル報告	 	 

第 3 グループガバナー補佐	 柴田	 覚様	 ガバナー公式訪問リハーサル、お疲れ様でした。本

番での成功を願っています。	 	 

	 野原	 哲夫会長	 本日の例会は公式訪問のリハーサルです。柴田ガバナー補佐、ご指導お願い

します。毎月移動例会がありますので、多くの会員の出席をお願いします。	 	 

高野	 則子副会長	 暑い毎日です。第 3グループガバナー補佐、柴田覚様ようこそいらっしゃい

ました。今日も 1日よろしくお願い致します。	 

本多	 正和会長エレクト	 柴田ガバナー補佐ようこそ。公式訪問リハーサルよろしくお願い致

します。本日もよろしくお願いいたします。	 

井上	 博明会員	 柴田ガバナー補佐、本日はお越しいただきましてありがとうございます。公式

訪問リハーサルよろしくご指導ください。	 

井上	 久雄会員	 柴田第 3グループガバナー補佐、お役目ご苦労様です。本番に向けしっかりと

リハーサルさせて頂きます。本日もよろしくお願いいたします。	 

三上	 等会員	 本日は柴田ガバナー補佐ご苦労様です。宜しくお願いします。	 

大塚	 章仁会員	 柴田ガバナー補佐様、ようこそお越し下さいました。昨日も小田原鈴廣蒲鉾の

社長と下見でお会いしました。ロータリーでなければなかなか会えないですね。	 

冨澤	 幸弘会員	 柴田ガバナー補佐本日はお越し下さいましてありがとうございます。宜しくご

指導のほどお願いいたします。	 

荒蒔	 良和会員	 残暑厳しき折、皆様お元気にお過ごしでしょうか？柴田ガバナー補佐ようこそ

いらっしゃいました。メンバーの皆様、本日はガバナー公式訪問リハーサルよろしくお願いいた

します。	 

町田	 安弘会員	 柴田ガバナー補佐様、本日はようこそいらっしゃいました。ご指導よろしくお

願い申し上げます。	 

折原	 訓会員	 お世話になります。本日も宜しくお願いいたします。	 

柳川	 一嘉会員	 本日も宜しくお願いいたします。ガバナー補佐柴田覚様ようこそいらっしゃい

ました。	 

角田	 貴則会員	 こんばんは。あちらこちらで新学期も始まり夏ももうすぐ終わりますが体に気

を付けてもう少しがんばりたいと思います。本日も宜しくお願い致します。	 

	 

	 

	 

	 

8/29   23,000 円（会員）累計 180  ,000 円     

（ビジタ）累計   48,000 円  

（2017.7 月～  

	 

例会プログラム	 「2017 ガバナー公式訪問リハーサル」	 	 	 

	 

1) 	 親睦Ｒ家族委員会	 	 荒蒔	 委員長	 	 ←	 柴田ガバナー補佐講評	 

2) 	 職業奉仕委員会	 	 	 折原	 委員長	 	 ←	 柴田ガバナー補佐講評	 

3) 	 国際奉仕部門委員会	 大塚	 委員長	 	 ←	 柴田ガバナー補佐講評	 

4) 	 会員増強維持委員会	 井上博明委員長	 ←	 柴田ガバナー補佐講評	 

	 

第 3グループガバナー補佐	 柴田	 覚	 様	 


