
◆皆さまこんにちは。本日

から一年間、大和中ＲＣ会

員の皆さまにご協力を頂き

ながら、会長を努めさせて

頂くことになりました。どうぞよろしくお願いします。

◆ＲＩ会長はカルヤン・バネルジーというインド出身

の方で、ＲＩテーマは「こころの中を見つめよう 博

愛を広げるために」と邦訳されています。日本のロー

タリアンにはちょっとピンと来ないテーマですが、一

年間勉強してその真意を学びたいと思います。

◆それでは、今年度の理事・役員をご紹介させて

頂きます。恐れ入りますが、その場でご起立をお願

いします。

（役 員） 副会長：古郡 清

会長エレクト：横澤 創

会計 ：神作 彰

ＳＡＡ ：鈴木 洋子（本年も例会の司会・

進行をお願いします）

直前会長 ：舘盛 道明

（理 事） 会員増強・会員維持：梅田 秀雄

奉仕プロジェクト ：藤塚 勝明

ロータリー財団 ：小栁 智裕

クラブ広報 ：中島康次郎

副幹事：入江公敏 （以上敬称略）

そして、幹事に橋本日吉さん、会長は私、石川の1

2名です。一年間、どうぞ宜しくお願いします。

◆「大和中RC会長として初めての公式の連絡を

頂きました。高橋政勝会員が社会福祉法人大和

市社会福祉協議会の会長に就任されました。

１．ガバナー公式訪問についてお伝えします。

①次週7/14は菊地ガバナー補佐をお迎えして、ガ

バナー公式訪問にそなえての事前訪問日です。皆

さんの出席をお願いします。

②ガバナー公式訪問は7/21ですが、ガバナーはクー

ルビズ（＝ノーネクタイ）でお出でになります。公式

訪問で、ガバナーに直接質問があればお答えしま

すとのことです。（3件～5件程度、内容・趣旨を事

前に幹事までお知らせください）

２．例会終了後、第1回クラブ協議会をこの会場で

開催します。八千代銀行さんの会場都合もありま
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【 本日のプログラム 】 ７月14日 第２回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問に備えて」 菊地 孝夫ガバナー補佐

【 次回予告 】 ７月21日 第３回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問」 森 洋ガバナー

【 第1579例会 】 ７月 ７日（木） 【 司会SAA 】 原嶋 賢一郎 【 斉唱 】 「君が代」、「奉仕の理想」

【 ソングリーダー 】 北島 照介 【 ビジター 】 眞鍋 藤正 （大和RC）

修正

35名 33名 97.06％ 82.35% 6名 梅野
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すので、2：30前には必ず終了したいと思います。

大和中RCのクラブアッセンブリーは理事役員・委

員長だけでなく、全員の参加が要請されています

のでよろしくお願いします。

３．直前会長・幹事ご苦労さん会を7月21日（木）1

8時30分より北京飯店で開催予定です。出欠表を

廻しますので、ご出席をお願いします。

４．今月の地区セミナーのお知らせ…委員長さん

には詳しい案内をお出しします。

① 25日（火）13：30～ロータリー財団セミナー： 藤

沢産業センター8階

５．ロータリーレートは（7月1日現在）82円／1$となっ

ています。

６．舘盛年度の最終例会で告知されました新会員

候補者について、本日まで異議がありませんでし

たので、入会時期を相談して進めさせていただき

ます。

７．クラブ計画書で間違いがありました。

①Ｐ40の会員名簿の内、全員の年齢・年数が前

年度から一年歳をとらなければ無いところを、若

いままになっています。

②ロータリー財団寄付状況（大口寄付者）高橋

政勝さん，後藤 定毅さん

③引田さんの生年月日が違っています。

申し訳ありませんでした。その他、訂正個所を発見

された方は、幹事までお知らせください。

修正箇所については後日配布させて頂きます。

会員名簿に関しては７月21日公式訪問例会時配

布させて頂きます。

８．上半期会費137,000円の納入をお願いします。

●雑誌委員会 中島康次郎 委員長

先ずは私がロータリーの勉強をさせて頂きたいと

思います。

●親睦活動委員会 北島 照介 副委員長
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眞鍋 藤正 君（大和RC）

石川会長さんに表敬訪問に参上しまし

た。後藤パストガバナー以下地区役員の

皆様には一年間大変お世話になりまし

た。厚くお礼申し上げます。

石川 健次 会長、橋本 日吉 幹事

本日より2011～2012年度がスタート致します。ロー

タリーを楽しむために、ロータリーをもう一度見直そう！

を年間ターゲットに一年間宜しくお願い申し上げます。

後藤 定毅 君

①一年間皆様のご支援でガバナー

職が務まりました。ありがとうござ

いました。舘盛直前会長鈴木直前

幹事航海ご苦労様でした。篤い友

情忘れません！

②石川会長橋本幹事一年間お世話になります。健

康に気を付け頑張ってください。

辻 彰彦 君

①後藤PG一年間ご苦労様でした。素晴らしい2780

地区づくりにご努力され感謝申し上げます。

②新年度にあたり石川会長、橋本幹事一年間宜しく

お願い致します。

舘盛 道明 君

石川、橋本、会長幹事そして理事、役員の皆様頑張っ

て下さい。

青柳 文四郎 君

新会長石川さん、幹事橋本さん気楽に頑張って下さ

い。応援します。

原嶋 賢一郎 君

①石川会長、橋本幹事おめでとう

ございます。一年間頑張って下さい。

②後藤ガバナ一年間お疲れ様です。

③舘盛会長、鈴木幹事一年間お疲れ様です。

飯田 豊太 君

①石川、橋本丸出航ですね。気楽にの

んびり行きましょう。

②早々と誕生祝いありがとうございま

す。

長野 俊八 君

石川会長、橋本幹事、一年間ご苦労様です。

中西 功 君

最近のロータリーの沈滞に喝を入れるべく頑張って

頂きたく思っております。

スマイルボックス 横澤 創委員長 本日\50,000 累計\50,000



８月７日（日）第１回家族会を開催いたします。内

容は、劇団四季「マンマ・ミーヤ」鑑賞です。是非、

会員の皆様ご家族お誘い合わせの上ご参加頂

けます様、お願い申し上げます。

●親睦活動委員会 岸 幸博 委員長
お祝いの方々

◆会員誕生日 飯田 豊太 君 7月 2日
原嶋賢一郎 君 7月 2日

◆創業記念日 小栁 智裕 君 7月 1日
◆入会記念日 後藤 定毅 君 7月10日

「就任にあたり」

石川 健次 会長

“ ロータリーをもっと楽しむために、ロータリーをも

う一度見直そう！ ”

皆さまこんにちは。あらためまして、今年度大和

中ロータリークラブ第34代の会長を努めさせて頂

くことになりました。一年間よろしくお願いします。

私事ですが、平成元年の北砂会長・後藤幹事

のときに、大和中ＲＣにお誘いを受けて36歳で入

会させて頂きました。今年23年目です。ここ数年は、

若い人が増えて本当にうれしく思います。

入会した当時の北砂会長はロータリーに精通し

たカミソリのように切れる厳しい会長で、後藤幹事

はその人に認められた、中ＲＣ随一の秀才だと聞

いたことがありました。カミソリ伝説はともかく、秀

才のほうは大体正確な情報だったと思います。

毎日、女性が2/3以上の職場でチヤホヤされて

いたものですから、ロータリーの例会に出るたび、

指導を受けて、見るもの聞くもの皆新鮮に思えて、

いつしか毎週木曜日の昼に出かけることが楽しみ

になっていました。それもこれも、入会時に皆さまに

あれこれ声をかけて頂いたおかげだと思っていま

す。ありがとうございました。

その北砂さんもこの３月にご逝去され、幹事をさ

れた後藤会員は、ガバナー補佐を務められ、その４

年後にはクラブの後押しを受けて、地区ガバナー
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高橋 清 君

石川、橋本年度、輝かしい明日に向けて若さいっぱい

の思いきった活動の年に祝して。一年間頑張って下

さい。

藤塚 勝明 君

新年度を迎え、石川会長、橋本幹事のご活躍を期待

し、併せて、クラブの活性化にご尽力を頂きたく大き

な期待を申し上げます。

郡司 守 君

石川会長橋本幹事丸、出航おめでとうございます。

活動計画書を見て私の所属する委員会四つです。や

す受けあいした事反省してます。なんとか頑張ります。

上田 利久 君

気が付けば1560回例会。 GOTO GNお帰りなさい。

一回り大きくなった大和中RC…石川・日吉丸の船出

です。…心地よい潮風に吹かれて皆で帆を張りましょ

う！！

古郡 清 君

石川会長・橋本幹事の晴れの門出を祝って… 健康

に気を付けて下さい。

松崎 正実 君

石川会長、橋本幹事、一年間ご苦労様です。微力な

がらお手伝いさせて頂きます。

高橋 政勝 君

石川、橋本丸の前途をお祝いをしてスマイルします。

中島 康次郎君

石川会長・橋本幹事、宜しくご指導お願いします。舘

盛直前会長・鈴木直前幹事、会報に一年間の写真を

載せてみました。

SAA 伊藤 英夫君、山崎 賢二君、原嶋 賢一郎君、

鈴木 洋子君

石川会長、橋本幹事一年間宜しくお願い致します。

素晴らしい例会になりますよう、SAA全員頑張りま

す！！

親睦委員会 岸 幸博君、北島 照介君、岩松 薫君、

阿萬 正巳君

石川会長、橋本幹事 一年間頑張って下さい。宜しく

お願いします。

神作 彰君、入江 公敏君、梅田 秀雄君

石川会長、橋本幹事ご就任おめでとうございます。

一年は長いようで短いものです。悔

いが残らないよう楽しんで下さい。

小栁 智裕 君

①石川会長、橋本幹事一年間宜しく

お願いします。

②創業記念祝って頂きありがとうございました。

横澤 創 君

石川会長、橋本幹事の一年間のご健闘をお祈り申

し上げます。皆様からのスマイルも、宜しくお願い致

します。



に就任されました。

舘盛年度では、クラブを挙げてガバナーズクラ

ブとして、後藤ガバナーの全面的なバックアップを

するという大きな目標がありました。地区大会では、

高橋実行委員長のもと、皆さんの絶大なご協力

で大成功を収めることもできました。

濃縮された一年間が過ぎて、大きな目標を達成

してしまうと、膨らんだクラブの活力がしぼんでしま

わないか、少し心配しています。ですから、私のこ

の一年の仕事はクラブの活力を維持して、それを

高めることだと思っております。

大和中ＲＣは、他クラブの会員もうらやむ程、ク

ラブの雰囲気が良く、特にベテラン会員ができた

人が多いため世代を超えて会員の仲が良いとい

う評判があります。その反面、伝統的にクラブの

気風というか、反骨精神で地区に対しては斜に構

えたところがあるように思います。

私が入会後しばらくして、公式訪問でガバナー

をガツンとやり込めるベテラン会員を目の当たりに

して、非常にショックを受けました。

皮肉なことに、大和中がガバナーズクラブになっ

てしまったせいで、地区の仕事を担当することになっ

ても、サッカーで言うところのアウェーのような気

分で、気が重いというか妙な違和感がありました。

その地区では、我が大和中RCには絶対いないタイ

プ？ロータリーに精通した、熱心なロータリアンが沢

山いました。

地区幹事をされた藤塚さんはロータリーを非常

に勉強されていたので、その人柄の良で地区委員

会でも一目置かれていたようで、ガバナー事務所

の職員にもとても人気がありました。

私は会長経験者でもなく、ロータリーの経験・知識

がほとんど無いままに地区に出ましたが、とにかく

そこでは共通語として 必要最低限のロータリーの

ルールや勉強はしておくべきだと痛感いたしました。

そして、自分なりのロータリーに対しての認識やしっ

かりした考えがないと、出て行ってもつまらないだ

けだと思いました。

地区にはスペシャリストが沢山おられるのは事

実ですので、これを有効に利用・活用して、大和中

クラブをもっと底上げしたいと思います。もちろん、

ガバナー任期を終えた後藤さんにも重要な部分で

お手伝いをお願いしたいと思います。

大和中クラブ特有の雰囲気の良さに、ほんの

少し勉強してロータリアンとしての知識がかみ合え

ば、もっと魅力のある「最強のロータリークラブ」に

なるかも知れません。そして、クラブに魅力があれ

ば、長い目で見て 増強にも必ず繋がると思います。

これからは、「地区はクラブのために」というお考

えで、大改革を実行されたガバナーを輩出したクラ

ブとして、ロータリーの基礎を固めてクラブの活性

化をしていかなければならないと考えます。

いろいろな場面でご迷惑をおかけすることがあ

るかと思いますが、大和中RCの一年間の活動が

無駄にならないように、貴重な時間・会費を有効

に使えるように努力する所存でございますので、

あらためまして、一年間のご協力をお願いして、就

任のご挨拶とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

●橋本 日吉 幹事

先程鈴木直前幹事より引継ぎさせて頂きました

今年度幹事を務めさせて

頂きます橋本です。どうぞ

よろしくお願いします。

本日第1579回例会より、

第2780地区森ガバナー方

針及び大和中会長ターゲッ

ト“ロータリーを楽しむために、ロータリーをもう一度

見直そう！”の基、今年度の6項目の目標達成の為

一年間幹事として全力を尽くして頑張ってまいりま

すので親愛なる会員の皆さん魅力ある大和中RC

の更なる活性化にご協力宜しくお願い申し上げ

ます。

本日の内容は下記からダウンロード願います。

files.me.com/nakajima22/3bji5i.mp3

同日の第一回クラブ協議会

files.me.com/nakajima22/6ie6w3.mp3
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