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週  報
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TEL 0463-51-4870   FAX 0463-51-4840
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例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30
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◎ ロータリーソング ～奉仕の理想～

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
来週は「龍園」での夜間例会です。まだ出欠を事務局に伝えていない方は至急お願
いします。夫婦例会も出欠のお返事をお願いします。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
あけましておめでとうございます。7 月から始まりました今年度も早いもので半分が
過ぎました。会員皆様のご協力、心より感謝申し上げます。

8 月に日本舞踊をとうして和の作法を学ぶ青少年奉仕プロジェクトを行い地元の小学
生 69名が参加され夏休みの体験のお手伝いが出来ました。
また、10 月には 14 回目の市民の為の何でも相談会を行い 61 名の相談者がこられ
改めてロータリークラブの存在意義を感じました。
年末の家族親睦会では９０名上の会員とご家族が参加され、日本舞踊・バイオリン
コンサート・ウイズビー等のアトラクションで懇親を深めていただいたと思います。

下半期も今月の設立記念夫婦例会、２月には IM、３月はチャリティゴルフ大会、４
月は高山訪問等があります。
ロータリー会員の義務として『例会に出席』があります。魅力ある例会運営で出席
率を上げ例会に出てよかったと思われる内容を心がけてまいりますのでよろしくお
願い申し上げます。

あと半年、健康に留意して近藤幹事と共に頑張って参ります。

抱負
平塚湘南ロータリークラブの４１名の会員皆さんが週一回集まりコミュニケーショ
ンを取り情報交換をして人生楽しんで過ごせる環境を作っていきたいと思います。
ライフワークで仕事が第一ですがあと半年ロータリー活動優先で取り組んでいきた
いと思います。そして１１年前急性心筋梗塞を患いました。健康のあり難さは身に
染みています。生かされていることに感謝して一日一日を大切に過ごしていきます。

三富会長

三富会長



◎米山奨学金授与
【于宏宇 君】
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。来週から卒業論文
の制作に入りますので、そろそろ大学生活も終わりかなと感じます。
そうはいっても大学院に進むので、まだまだ頑張らないといけないと思います。残
りの時間も宜しくお願いします。

【三富会長】
あと半年近藤幹事と共に頑張りますので、皆様協力よろしくお願いします。
昨年の 7 月から 12 月までの出席率が平均 73％なかなか上がりませんが内容の良い
例会を心がけていきます。スマイルは半年で３７２，８００円昨年よりは少し多い
ですが、来年度の奉仕資金としてますますのご協力をお願いします。小銭でもなん
でも良いので、お願いします。

◎ 今年の抱負
【芦川会員】
今年も年齢も大台に達しましたので、健康には充分気を付けていきたいです。一度
大病をしましたので、生かされていることを感謝して過ごしていきたいです。仕事
に関しては大きな計画もあり後世につながることも有り、事業継承もありこの経過
うが達成できるように頑張ります。

【小沢会員】
昨年は休まず出席することが出来、やればできるなという感じです。次年度は幹事
ですので、皆様の協力を得て頑張っていきたいと思います。この４月に息子が結婚
しますので、まだまだ事業継承には及びませんが、頑張っていきます。

【関口会員】
ただ元気で明るく過ごせるとよいなと思っています。毎年彼氏ができると良いなと
思っていますが、今年も皆様に誕生日を祝っていただくような気がします。今年も
宜しくお願いします。

【小泉会員】
あと２年で７０になりますので、もう少し頑張らないといけないと思っています。
３０年前ごろ、車がガソリンで走らなくなるのはいつ頃なのかなと話していました
が、２０１８年にはそんな感じになってきていますし、携帯もスマホへと変わって
いき事業もそろそろ若い世代に譲る時かなと考え月ごろには社長を退陣しようと考
えています。

【古木会員】
事業継承は全然考えていません。日本は人口減少の時代に入りますので、ビジネス
ネスもいろいろ考えていきたいと思っています。小泉さんの話にありましたが、石
油の中でガソリンの使用率は全体の３０％くらいです。それがなくなるといろいろ
な事が起きてくると思っているので、そこを少し勉強していきたいと思っています。
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◎今年の抱負　続き

【野崎会員】
人生１００年と言われていますが、今年は自分としての生き方働き方を考えていき
たいと思っています。自分は２０年ごとに節目がありましたので、今度の２０年目
の８０歳まで何ができるのかを考え健康に気を付けて頑張っていきたいと思ってい
ます。

【高橋会員】
今まで、例会を無遅刻無欠席で頑張ってきましたが、今年８０になり病院に行くと
あちこち検査され、大分色々出てきていますので、今年継続できるが心配ですが頑
張っていきたいと思います。

【杉崎会員】
昨年は新しい経験を２つしまして一つは初めて自宅で一人寝を経験しました、少し
寂しかったです。もう一つは初めて夫婦二人きりで正月を迎えました。これからそ
んな年寄りらしい経験が増えていくのかなと思っています。昨日大山に初詣に行き
ました。10 数年ぶりでしたが年のせいか異様に長く感じ今年は体力づくりに努めて
いかないと行けないと思いました。

【細野会員】
今年６０になりますが、神社に行きますと今年本厄になっていますが旧暦で行きま
すと昨年が一番星回りが悪いという事になっていたので、京都の伏見稲荷に行き厄
払いをしてきました。伏見稲荷は本厄しかなく、前厄や後厄というのは神社のお金
儲けのためではないかと思ってしまいます。本年も宜しくお願いします。

【牧石会員】
今、建設業界はとても景気が良く、バブルを経験しその後景気が悪くなりましたが
今は２度目のバブルで一度目よりも良いです業界そのものが良いようです。早く事
業継承をしたいのですが、息子もいろいろ忙しいので、２年後くらいにはしたいと
思っていますので、それまで頑張ります。

【黒柳会員】
今年は４月に新店舗をオープンする予定でいますが、建設をやって頂いているのが
牧石さんが協力会の会長をしているＳＫＤというところと近藤さんにもお願いして
いて、毎月打ち合わせをしているのですが先月建物に出口がないことが判明してバ
タバタとしていますが、何とか３月には出来上がって４月にはオープンする予定で、
小さな勝負に出ていますので、今年一年頑張っていきます。７月からは会長にもな
りますので、小沢幹事と一緒に無事に過ごせていけるよう頑張ります。

【横山会員】
昨年、天台宗の神奈川教区の理事を務めさせていただき、8 か所くらいのお寺さんを
回らせていただきました。平々凡々と暮らせたらと思っていたのですが、よく考え
ると夜に紅谷町あたりにいるのが平々凡々かなと考えています。
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◎今年の抱負　続き

【笠原会員】
昨年は自分であまりやったことの無いことをやってみようと思い、夜あまり遊びに
出ない、無駄遣いをしないを重点項目に実践しようと思いやってみたところ意外と
家にいるのが楽しくなり家にいると無駄遣いもしないという事が分かりました。今
年はプラス効率的に仕事でも遊びでもやっていけるように、充実した一年になるよ
う頑張っていきます。

【川内会員】
昨年、芦川さんと井出さんに連れてこられもうそんなになったかなという感じです
が、ロータリー活動を通して今まで経験したことの無い横のつながりとか、いろい
ろと先輩から教えていただくことが多数ありました。これからも夜遊びとかも含め
いろいろな事を教えていただければなと思っています。今年の元旦に前妻とその子
供 4 人、今の妻と子と全員集まりました。とてもうれしいことで、これで一年良い
年にできると思いました。

【下田会員】
昨年入会し、皆様に出会えたことを嬉しく思っています。また、今まで経験できなかっ
たことも経験し感謝しています。今年の目標としては自分のブランディングをしな
いといけないと思い第一弾として事務所のパンフレットを作ってみました。また、
建設業界が景気が良いと聞きましたので、営業をかけていきたいとも思いました。
プライベートではゴルフを始めたいと思いますので、ご指導をお願いします。

【柏木会員】
ロータリーに入会して今年で 6 回目のお正月を迎えることが出来ました。偏に皆様
のお蔭と感謝しております。今年も1月3日に東郷神社に初詣に行ってまいりました。
東郷さんが書いた「勝」という字を写したお守りを 6 年間持ち続けていますが、大
きく勝たなくても欲を出さないで、今自分に出来ることを一生懸命頑張っていきま
すので、今年もご指導宜しくお願いします。

【原 ( 康 ) 会員】
牧石さんが、建設業界は景気が良いと言っていましたが、うちはそんなことはない
ので、今年は会社黒字にし、胸を張りたいと思います。今年も宜しくお願いします。

【清水会員】
小売業は今、あまり良くありません。花屋も今、作る人が少なくなり値段も高くな
り負のスパイラルに入っているような感じです。常盤さんと話をしながら町の事も
考えながら、自分の商売としては自分の人脈を使い法人のお客様を獲得するように
頑張り、ロータリー活動は与えられた仕事を今まで通り一生懸命やらせていきたい
と思いますので、よろしくお願いします。

【佐藤会員】
昨年の4月から娘が二人とも学校を卒業し社会人になりました、一人は中学の教員に、
一人はエスティーローダという化粧品メーカーの販売員で銀座三越に勤めました。
これから第二の人生として諸先輩方を見習い自分の生き方を考えていきたいと思っ
ています。仕事は、相模石油さんを始め皆様の需給で仕事をしてまいりましたがこ
れからはフリーのお客様もターゲットに含めてネット等受注の体制を整えて身の丈
に合った仕事をきちんと行ってきたいと思っていますので、これからもご指導ご鞭
撻をよろしくお願いします。
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◎今年の抱負　続き

【真道会員】
今年はチャリーティーゴルフコンペが気になっていますが皆様の協力で無事に終わ
るとは思っていますが、是非よろしくお願いします。1 月 24 日が誕生日で喜寿にな
りますが、今年も頑張っていきたいと思います。仕事は 65 歳の時に社長交代を致し
まして最初はとても心配し、気になり口を出したり仕事もしたりしましたが、今で
はほとんど仕事の連絡もなくゴルフとロータリーのために電話を持っているような
次第です。今、思うことはできるだけ口は出さないという忍耐も大事だなという事
です。これから会社がどういう風になっていくか心配でもあり楽しみでもあります。

【大森会員】
今年は娘の義理の父親がお米を作っていまして、米作りというか農業に挑戦してみ
たいと思っています。米の名前が「はるみ」と言い姉の名前と一緒で、とても怖い
姉なので、名前を変えてほしいと思っています。今年はチャレンジの年にしたいと
思いますので、よろしくお願いします。

【吉田会員】
今年は、黒柳年度の次に会長を仰せつかっていますので、それに向けて仕事、体調
と体制を整えていきたいと思っています。営業基盤をしっかりと整えていきたいと
思っています。よろしくお願いします。

【近藤幹事】
幹事として半年過ぎ何とかやってまいりましたがこれからまだまだ大きなイベント
も控えていますので、皆様の協力がないと成功しないので、よろしくお願いします。
一昨年の８月に心臓のバイパス手術を受け昨年の１２月で共済病院の経過観察も終
わりました。クリニックに移行しましたらだいぶ減量しないといけないと言われ
ショックを受けています。仕事は順調ではありますが皆様にご協力を頂かないとい
けないので、よろしくお願いします。

【三富会長】
貴重なご意見ご感想いただきまして下半期も頑張っていきます。キーワードは「健康」
だと思います。健康で在れば仕事もプライベートも充実できつと思います。生涯現
役を目指し最後は「ピンピンコロリ」で行けるよう頑張っていきます。
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◎スマイル報告　【川内会員】
三富会長　 明けましておめでとうございます。昨年は会員皆様のご協力を持ちまし

て事業運営ができました。感謝申し上げます。2018 年もスタートしま
した。後、半年よろしくお願いいたします。

近藤幹事　 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
芦川会員　 皆さん、新年おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
小沢会員　 明けましておめでとうございます。今年は、幹事をさせていただきます。

不安で、いっぱいですが宜しくお願いします。
柏木会員　 本年もよろしくお願い申し上げます。
川内会員　 皆様、あけましておめでとうございます。今年も新人らしく目立たぬよ

う頑張りますのでよろしくお願いいたします。
黒柳会員　 明けましておめでとうございます。7 月以降色々とご迷惑おかけすると

思いますが宜しくお願い致します。
小泉会員　 新年おめでとうございます。今年は長男に社長を受け渡そうと思います。

会長もお元気なので私は副会長ということでいかがかと思いますが。。。
佐藤会員　 本年もよろしくお願いします。正月早々風邪気味です。早く治して、今

年も頑張ります。
下田会員　 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。昨日、

平塚の自営業者の新年会に参加してきました。大森さんの娘さんや麻生
さんのお婿さんとお会いしました。とても楽しく過ごさせていただきま
した。

真道会員　 明けましておめでとうございます。チャリティーゴルフコンペで協力を
お願いいたします。次回の例会で１回目の参加者確認を致します。

関口会員　 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
高橋会員　 旧年中は大変お世話になりました本年も宜しくお願い致します。
原康二会員　 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。寒さ

に気を付けましょう。
古木会員 明けましておめでとうございます。今年は人口減少時のビジネスについ

て考えます。
細野会員 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
牧石会員 正月に、干し柿と餅の食いすぎで便秘になりました。参った。
横山会員 明けましておめでとうございます。本年もご指導、ご鞭撻宜しくお願い

申し上げます。今年は、69 歳になります。そろそろ平々凡々の生活で
いいかなと思います。

吉田会員 去年 12 月いっぱいで無事故無違反で点数が戻ってきましたが新年早々
進入禁止違反で捕まってしまいました。今年も交通規制には悩まされそ
うな予感です。本年もよろしくお願い申し上げます。

川内会員川内会員


