
①大和中ＲＣ内規第1項(1)(2)に基づき11月3日

に指名委員会を開催しました。内規第1項(3)に

より、2012～2013年度の役員・理事及び会計

監査候補者を配布資料の通り指名し、本日公

表しました。これにより指名委員会の任務は完

了し解散とします。

②次週は年次総会です。大和中ＲＣ細則(第５条第

１節)によると、毎年12月第1週の例会に開催さ

れるとあります。年次総会は「次年度の役員及

び理事の選挙」を行うという重要な例会になり

ますので、皆様のご出席をよろしくお願いします。

③後ほど委員会報告があると思いますが、先週木

曜日に東慶州ＲＣが訪日されました。当日は休

会とさせて頂き、皆様にはご迷惑をおかけしまし

たが、おかげさまで大阪での「歓迎・懇親会」は

成功裏に終わりました。参加してくださった14名

の皆様、ご協力ありがとうございました。

次週はプログラム委員会にお願いして、年次

総会の後に「姉妹クラブについてのフォーラム」

の時間とさせて頂きました。次週は日頃皆様が

姉妹クラブについてお考えになっていることを、

忌憚無くお聞かせ頂ければと思います。是非ご

準備をお願いします。会報への掲載もお考え頂

き、要旨をまとめておいて頂ければ助かります。

④内規第9項慶弔規定

(ホ）によりますと、会員

が国の機関から功労

表彰を受けた場合にク

ラブから記念品を贈る

とありますので、高橋

政勝会員にクラブを代表してお贈りします。

⑤一昨日の火曜日、鎌倉パークホテルで「輝く女

性の集い」が開催されました。我がクラブの鈴

木洋子会員とそのお友達と3人で出席してきま

したが、東京恵比寿ＲＣの司葉子さんが講師で

した。私の年代でも若い頃の輝くような美貌を

知っていますが、本当の美人は少しぐらい皺が

深くなってもやはり美人のオーラが出ていました。

≪鈴木 洋子 会員のコメント≫

11月22日「輝く女性の会」に参加いたしました。

ロータリーの会員である女優の司葉子さんの講演

でした。各テーブルで記念写真を撮りましたのでど

こかで掲載されるかも知れませんので、是非その

節はご覧下さい。

修正

36名 32名 91.43％ 77.14% 6名 岩松、辻、梅野

1602

【 本日のプログラム 】 12月1日 年次総会 「姉妹クラブについて」 会長・幹事

【 次回予告 】 12月8日 卓話 「前年度地区出向者報告」 長野直前地区職業奉仕・松崎直前地区国際奉仕

【 第1597例会 】 11月24日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君 【 斉唱 】 「我らの生業」

【 ソングリーダー 】 北島 照介 君

1



①11/17東慶州RC総勢35名来訪され、当クラブ

から14名が参加し、合同懇親会が開催され、親

睦を深めました。ご協力ありがとうございました。

②12/1例会は年次総会ですので、欠席なき様ご

協力お願い致します。

③新会員富澤克司さんは11/10理事会にて承認

されました｡尚、規定により異議のある方は7日

以内に幹事まで申し出て下さい。

④世界大会タイ・バンコクの申し込み要請がありま

す。第1回登録締切は12/1登録費＄160、第2回

目の登録締切は2012年3/1登録費＄195、3/2

以降の登録はオンラインまたは現地登録 登録

費は＄245となります。

⑤12月度のロータリーレートは＄1=78円です。

⑥タイ洪水被害への義捐金依頼がありまして、本

日持ち回り理事会で承認されました。次回例会

時1,000円徴収させて頂きます。

⑦「元気になろう日本プロジェクト 東日本震災復

興基金寄付」を語る詐欺まがいのメールがあり

ます。健康サプリの購入を通して義捐金とするプ

ロジェクトです。皆様充分ご注意下さい。

ゴルフ同好会 阿萬 正巳 委員長

11月15日、清川カントリークラブにおいて、3クラ

ブ合同ゴルフコンペを開催いたしました。団体戦の

成績は優勝大和クラブ、２位中クラブ、3位田園ク

ラブ。団体戦では石川会長、北島会員、阿萬会員

の3人が入りました。個人戦、優勝、ベストグロス賞

は赤沢会員（大和クラブ）2位 武田会員（大和ク

ラブ） 3位阿萬会員

石川会長からは寸志、橋本幹事からはプリンター

を寄付して頂きました。ありがとうございました。

親睦活動委員会 阿萬 正巳 委員

12月15日（木）18時半から中央林間ラ・パレット

においてクリスマス例会を開催致します。ご家族お

誘い合わせの上、ご参加をお待ちしております。

姉妹クラブ担当 青柳文四郎委員長

東慶州ＲＣ会員ご家族36名が訪日されました。

関空への出迎え、大阪城見学、ホテルで後発組と

合流して合同懇親会に臨みました。翌日は京都に

立ち寄り会食後、無事に大和に戻りました。皆様

のご協力に感謝します。

お祝いの方々

親睦活動委員会 岸 幸博 委員長

配偶者誕生日 岩松 智恵子夫人 11月25日

高橋 瑠璃子夫人 11月29日

創業記念日 郡司 守 君 11月27日

【前年度地区出向者報告】

横澤 創 直前地区会計

資料の４ページをご参照

ください。結果として、160万

円余りの繰越金を残しました

が、3/11の東日本大震災の

影響により、費用のかかる交
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換留学生の緊急帰国や大きな式典が軒並み中

止になったことが要因と思われます。事務所の移

転費用など緊急出費もありましたが、もしアクシデ

ントがなかったとすると、やはり厳しい財政であっ

たことは間違いありません。

会員数の減少が続いているのに、地区の活動

は依然として前年度を踏襲または拡大しているこ

とが原因だと感じています。このままでは、森年度

も-10％になるのは確実と心配しています。

古郡 清 直前地区資金委員長

本日は地区出向者として

の卓話の時間を頂きました。

経験したことなどをお話しし

ますが、地区資金委員長は

他の地区役員さんと比べて

裏方であり、地味な役目です

のであまり皆様にご披露するようなお話はありま

せん。限られた時間ですが、耳を傾けて頂ければ

幸いです。

まず、地区資金委員会の役員構成についてで

す。役員は資金委員長と副委員長、委員と三名で

構成されています。

①資金委員長はその年度の地区資金や地区大

会の入金の業務をします。

②副委員長は次年度の資金委員長になる準備と

して委員長の元で業務を見習います。

③資金委員は前年度の資金委員長として資金委

員長補佐をします。

以上の通り、地区資金の役員は三年間を継続

して業務につきます。

今年度、私は資金委員ですので、今年度の資

金委員長であります横須賀RCの寺田委員長の補

佐をしています。寺田さんは今年度の地区大会で

司会をされていた女性です。

次に資金委員長の業務についてです。地区資

金の入金業務は資金委員長、出金業務は横澤さ

んが務めていました地区会計が行います。入金と

出金を二人に分けてあるのは不正防止と、入金、

出金業務の煩雑さを分担することにあります。こ

れは横澤さんが先程述べられました。

委員長としては地区資金が年度初めの7月と

中間の1月に2780地区の各クラブの事務局から

地区資金委員長名義の預金口座に振り込まれて

きますので、（年間5,300万円）一週間に2回横浜

銀行にて入金状況を記帳してきます。その入金金

額から、それぞれのクラブの会員数を逆算し、ガバ

ナー事務所にクラブ名、何名分、入金金額を報告

します。6月末と12月末は各クラブでは退会者、入

会者が発生しますので、入金の額により正確な会

員数を把握する必要があります。

また、7月中や1月中に入金されていないRCに

は入金を要請することも役目です。

入金された地区資金は1か月に一度200万円～

1,000万円ぐらい横澤地区会計の銀行口座に振

り込みます。この振込み業務に手が掛かります。

キャッシュカードを利用しての振込みは手数料が

かからない反面、一日一回の限度額が100万円で

すので、1,000万円の振込みの場合は10日間銀

行に通わなければなりません。そこでカードの暗証

番号を忘れたことにして振込手数料は私の負担

で振込みしました。

地区資金の管理は年二回の入金チェックと12

回の振替業務でしたので慣れるとそれほど苦では

ありませんでした。

地区大会の登録料などの入金チェックは煩雑

で大変でした。（合計2,200万円が入金されます。）

各ロータリークラブ会員の登録料は一人当たりの

金額が8,000円と決まっていたのでわかり易いの

ですが、ご来賓や他地区から来られるガバナー、

パストガバナーはご夫人を同伴されますので、本

人の登録料8,000円ご夫人4,000円宿泊代12,00

0円、懇親会10,000円、それぞれ金額が異なります

が二人分合計金額が一括で入金されてきます。

そして、振込み先が個人名ならわかり易いので

すが、会社名、RC名等、中には仲間同士何名分か

を合算して代表者が振込みしてきます。まして通帳

はカタカナで記入されますので、解明するのが大

変でした。その都度ガバナー事務所へ連絡し、先

方に問い合わせてもらったことも何度かありました。

前年度はどのようにしたのか前年度委員長に

聞いてみますと、預金通帳のコピーをガバナー事務

所にFAXしておけば、事務所の職員が全て調べて

くれると言われました。でも自分はガバナー事務所

に負担を掛けたくないので、出来る限り最後まで
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やり通しました。

その結果次に述べることが判明しました。驚い

たことに6つのロータリークラブより地区大会登録

料が重複して振り込まれていました。その合計金額

は約120万円でした。何故このようなことが起こっ

たのかをいいますと、7月初めに地区資金と地区

大会登録料を振り込んでいるのに8月に地区大会

登録料の入金のお願いをすると払っているのにも

かかわらず、振り込んでしまったのです。そのRC名

は名誉の為に言いませんが、多いRCで60万円少

ないクラブで10万円でした。もちろん重複に振り込

まれたお金は返金しました。感謝されたことは言う

までもありません。

このことに関しては後日談があります。あるクラ

ブでは前年も調べたところ、重複して支払っていた

そうです。前年度のホストクラブに重複分の返金

を要請したそうですが、地区大会の決算は終了し

ているので、どのようになったのかクラブ同士の問

題ですので私は関知しませんでした。

ロータリークラブも、地区資金委員長もガバナー

事務所もチェック機能を果たしていなかったと言う

ことです。

以上お話ししたことが地区資金委員長としての

活動でした。監査も終了し繰越金も次年度資金委

員長に引継ぎ、無事終了しホットしました。

最後に地区資金委員長としての一年間はいろ

いろな勉強にもなりましたし、経験にもなりました。

任命して頂きました後藤ガバナーに感謝し、ご協

力を頂きました皆様にお礼を申し上げます。ありが

とうございました。

＜石川健次会長謝辞＞

昨年、ガバナーズクラブとして大和中ＲＣ会員全

員で関わりましたが、地区の仕事でも日の当たる

ところと、横澤さんや古郡さんのように目立たな

いけれど重要な仕事がありました。

私たちはガバナーズクラブとして貴重な経験をし

たつもりでしたが、本日のお話を聞かなければわ

からなかった事も多々ありました。年度が変わって

もつい最近まで、後始末をされていたとのお話、本

当にご苦労さまでした。

「ロータリーには反省が無い」というのが高橋政

勝会員の持論ですが、地区でもお二人の経験や

提言に耳を傾けて、是非 反省をして次年度に生か

して欲しいと思いました。
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石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
横澤直前地区会計、古郡直前地区資金委員

長、本日は前年度地区出向者報告、ご苦労話、
裏話等聞けたらと思います。宜しくお願いします。
11/15ゴルフ大会多くの参加ありがとうござ

いました。
11/17～18東慶州RC訪日、14名の参加ご協

力ありがとうございました。東慶州RCの35名の
皆さん楽しんで帰国しました。
北島 照介 君
11月15日の3クラブゴルフコンペにおいて、栄

えある団体準優勝に輝きましたので賞金をスマイ
ルさせて頂きます。
郡司 守 君
創業記念日お祝いありがとうございます。倉

庫業に移ってから早いもので25年。テナントも5
軒程変わりました。今年は雨漏りの修理など大き
な出費があり赤字が大きくふくらみました。
高橋 政勝国際奉仕委員長、青柳 文四郎姉妹
クラブ委員長
先日の韓国、東慶州RCの訪日には大勢のご

参加を頂きましてありがとうございました。喜んで

帰りましたのでご報告いたします。
高橋 政勝 君
女房の誕生日お祝いありがとうございます。

鈴木 洋子 君
東慶州RCとの交流会いろいろお世話になりま

した。名誉の負傷（？）をしましたが、焼酎とビール
のチャンポンは×ですね。今日は鰻、横澤会員が
手配して頂いた「わらじや」の美味しかった事、皆
様京都旅行の折には是非！ ！ お勧めします。
横澤 創 君
先週は東慶州RCの対応で、大阪、京都迄ご

苦労様でした。京都わらじ屋のう鍋とう雑炊、旨
かったですね。又、機会があれば行きましょう。
山崎 賢二 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。1

0/16の地区大会以来の例会参加です。休みが

続くとクセになります。

北島 照介 君

入会記念祝って頂き、ありがとうございます。

スマイルボックス 横澤 創 委員長 本日\16,000 累計\385,200


