
皆さんこんにちは！ 先週のクリスマス夜間例会

では、沢山の会員ご家族に出席して頂きあり

がとうございました。

親睦活動委員会の皆さんには、毎回楽しい

懇親会を企画頂きありがとうございます。今

回は特に、辻会員の奥様はじめ綺麗どころの

登場で、懇親会が一気に盛り上りました。 いろ

いろな会員から久しぶりに楽しい家族例会だっ

たと聞いています。本当にご苦労さまでした。

当日の家族会では「ロータリー家族について」、

「ロータリーの２本柱は親睦と奉仕について」、

「親睦の中から奉仕の理想を生み出す」という

3つのお話をさせて頂きました。

後ほど、クラブ協議会「半期を終えて」のプ

ログラムがありますが、先週の家族会や会員

のお祝いの会などで醸し出される、大和中ＲＣ

の素晴らしい親睦の雰囲気とそのエネルギー

を、年度後半の「奉仕の実践」に向けられたら

と思います。

①1月のロータリーレートは1＄≒78円です。

②12/29、1/5は取り止め例会となります。新

年は1/12からで、新入会員の富澤克司さん

の入会式が予定されています。

③1/12例会終了後に理事・役員会となります。

④下半期の会費を1/12例会から集めますの

で、宜しくお願い致します。

⑤来年2/19に厚木RCのホストでIMが開催さ

れます。レンブラントホテル厚木にて13時よ

り登録です。前衆議院議長河野洋平さんによ

る「世界平和と日本」の講演と、メインテーマは

「会員増強」でパネル形式となります。

⑥2/10、11は「新会員の集い」が湯河原にて

開催されます。 該当の会員の出席をお願い

します

⑦事務局の藤原さんのお父様が他界されま

した。内規の規定にはありませんが、理事会

において特別弔慰金とし、会員一人当たり1,

000円を集めさせて頂く事に決まりました。

幹事までお願いします。

修正

36名 31名 88.57％ 84.85% 6名 中島、中西、高橋政勝、梅野
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【 本日のプログラム 】 1月12日 卓話 「年頭にあたり」 石川 健次 会長

【 次回予告 】 1月19日 クラブフォーラム 「ロータリー理解推進月間にあたり」 情報研修委員会

【 第1601例会 】 12月22日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君 【 斉唱 】 「それでこそロータリー」

【 ソングリーダー 】 上田 利久 君
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お祝いの方々

親睦活動委員会 岸 幸博 委員長

会員誕生日 引田 俊一 君 1月1日

松崎 正実 君 1月4日

配偶者誕生日 中西 多恵子夫人 12月24日

辻 明美 夫人 12月30日

石川 早百合夫人 1月1日

結婚記念日 梅野 房子 君 1月7日

創業記念日 中西 功 君 1月1日

入会記念日 山崎 賢二 君 1月6日

鈴木 洋子 君 1月8日

橋本 日吉 幹事

所属 国際ロータリー第2780地区第6グループ

1 クラブ数 66クラブ

1 国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー

第2780地区ガバナー 森 洋

第6Gガバナー補佐 菊地 孝夫

1 会員数 年初 35名 現在 36名

入会 1名(北砂明彦君) 退会 0名

1 出席率 88.64%

1 ゲストビジター数 27名

1 例会 通常 20回 夜間 1回 家族会 2回

取り止め 2回

1 スマイルボックス 目標額 1,500,000円

達成額 7～12月 803,500円

達成率 53.57%

1 ロータリー財団 目標額 ＄6,300(１人＄180)

達成額 7～12月 ＄5,616.41

達成額 89.15%

東日本復興基金 目標額 ＄3,500(1人＄100)

達成額 7～12月 ＄4,600

達成額 131.43%

1 米山記念奨学金 目標額 700,000円

(1人20,000円)

達成額 7～12月 857,500円

達成額 122.50%

【半期を終えて】 石川 健次 会長

年度はじめに、大和中ＲＣ

会長ターゲット「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！」を掲げさ

せて頂きましたが、ロータリー

の基本を見直す考え方は半期を終えて皆さまから

充分にご理解を頂いていると思います。

すでに実績をあげられている委員会、日々活動

中の委員会、前半は準備の時間として下半期の

活動を目指す委員会など、現在の進捗状況や下

半期の予定などをご報告願います。

私の報告は、先ほど幹事より「半期報告」がご

ざいましたので、それに代えさせて頂きます。それで

はクラブ活動計画書の順にお願いします。発表の

後にクラブ会報掲載用に原稿をお願いします。

■会 計 神作 彰 （代読：石川）

順調な進捗状況ですが、職業奉仕・新世代奉

仕の予算が使われていないので、今後の活動に

期待したい。

■クラブ管理運営委員会 担当役員 古郡 清

ロータリーの基本はRIや地

区ではなくクラブです。石川

会長の運営方針に基づいて

目標を達成するために管理、

運営しています。

7月の例会のクラブフォー
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ラムにて架空のロータリークラブの現状や問題点

を例題として、会員の方々にグループに分かれ、30

分という短い時間の中で討議し活発に意見を出

して頂きました。

それでは各委員会に発表して頂きます。

（イ）Ｒ情報・クラブ研修委員会

①舘盛 道明委員長

入会年度の浅い会員を対象にロータリーの理

解を深めるための知識を勉強しました。出席者、

北島照介、阿萬正巳、引田俊一、北砂明彦、各会

員が出席しました。後藤研修リーダー、藤塚、石川、

舘盛の委員会メンバーが出席しました。

後期については石川会長と相談して進めます。

②後藤定毅研修リーダー

「ロータリー情報委員長」が「クラブ研修リーダー」

という名称に変わったわけですが、舘盛委員長が

説明した通り、前期はまだ1回の勉強会しかしてお

りません。ただ「会長の時間」の石川会長が内容

のあるロータリーの基本を例会のたびに発表され

ており、傾聴して考えて頂ければ幸いです。今後も

勉強の機会を充実して行きたいと思います。

（ロ）クラブ会報委員会 松崎正実委員長

今年度の会報編集は事務

局の藤原さんにお願いして作

成しておりますので、私の委

員長としての仕事は藤原さん

から送られてきます会報の校

正作業が主です。何年か前に会報委員長をやっ

た時以来、嫌でも会報の全ページにしっかりと目を

通して読んでおります。

写真につきましては委員の阿萬さんがメインと

なり、中島副委員長が全てについてバックアップし

てくれますので、親睦委員会の行事などもお二人

のどちらかが参加して頂いておりますので、委員

長の仕事が増えることなく順調に半年過ぎる事

ができております。

（ハ）プログラム委員会 山崎 賢二委員長

皆様には多大なご協力を

頂き半期のプログラムを無事

消化することが出来ました。

後半につきましては内容が未

定の例会もありますので良い

アイデア等ございましたらご

提案頂きたいと思います。

（ニ）親睦活動委員会 岸 幸博委員長

家族会を3回予定しており

ます。現在8月と12月のクリ

スマス会を開催し、あと4月に

行う予定です。SAAに協力し

エレベーターの前で会員やゲ

ストを迎えるようにしています。

1月26日に慶寿の会を行います。

（ホ）スマイルボックス担当委員会

横澤 創委員長

先程、橋本日吉幹事より半期報告がなされた

通り、目標額(年間)1,500,000円に対し、本日現在

803,500円。達成率53.57％でした。

後半も皆様のご協力を宜しくお願い致します。

（ヘ）出 席 岩松 薫 委員長

出席率が80％前後と若干

低調にあります。出席の重要

性の再確認をして頂くと共に、

メーキャップの有効活用によ

り出席率の向上に努める所

存であります。
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■会員増強・会員維持委員会

梅田 秀雄委員長

今年度は、会員40名を目指

すという目標を立てましたが、

現在のところ苦戦しております。

35名でスタートしましたが、北砂

君の入会により36名に。そして、

年明けに一人入会が決まっておりますので、37名

になります。

残り半年間で、あと3名はハードルが高いようで

すが、委員会一同最後まで頑張りたいと思ってお

ります。皆様のご協力をお願い致します。

（イ）職業分類担当

中西 功委員長（代読：梅田）

平成23年6月作成の職業分類を継続し、必要

があれば理事会と協議をします。

（ロ）会員選考担当 郡司 守 委員長

上期の活動は、一度幹事の

持ち回りで入会申込書にサイン

致しました。今後も充分な審査が

なされる時間的余裕が欲しいも

のです。

■ 会場監督（ＳＡＡ） 鈴木 洋子委員長

活動方針にもある例会

の司会進行を通して我が

クラブの特徴を出せる様

取り組みを考えると述べま

したが、大和中クラブの30

数年の実績を振り返って

みて恥じながら私には今一つ特徴をつかめない…

わからないというのが感想です。

ただ実施計画の中にある通り少しずつクラブの

特徴を出して行けたら良いと思いますが、ゲスト・

ビジターの方には心配りが時として出来ない面も

あり反省しています。

SAAのスタッフが少ない時は、親睦委員の方に

ご協力して頂いています。ここで感謝の意を表した

いと思います。半年間ありがとうございました。又、

来年もよろしくご協力の程お願い致します。残りの

半年出来なかった部分を達成(？)したいと思ってい

ます。

■ 奉仕プロジェクト委員会

担当理事 藤塚 勝明

石川年度前半を終えるに当

たって、当初計画されたプログ

ラムは消化されて来たと思いま

す。しかし奉仕の実践と言う部

分においては、予算の消化を

含め実績が伴っていないのでは無いかと感じてお

ります。後半に期待を致します。

（イ）職業奉仕担当 藤塚 勝明委員長

10月6日に、地区Webサイトに載っていた内容を

元にして、フォーラムを実施しました。改めて職業奉

仕について論ずることの難しさを思い知らされまし

た。

後半ついては奉仕プロジェクトとして職業奉仕を

含めた各委員長会議を早急に招集し、取り組みを

確認して行きたいと思っています。

（ロ）社会奉仕担当 飯田 豊太委員長

当社会奉仕委員会は地区大

会において要請された東日本

大震災の援助に取り組む方針

です。

地域としては、大和市福祉推進委員会と連携し

活動に協力し、又高齢者の交通安全運動の推進

等を行いました。
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（ハ）国際奉仕担当

高橋 政勝委員長（代読：小栁）

今年度は一点集中的な国際奉仕活動を実践し

て行く計画をしました。

実践として

①姉妹クラブである東慶州RCの親善と交流を行

う計画ですが、去る11月17、18日来日され大阪

にて親善と交流を深めました。今回は東慶州よ

り家族、会員総数35名でした。しかし、場所が大

阪であるため反省として課題が残りました。

②世界社会奉仕(wcs)活動の実践計画を立てまし

たが過去2年間にわたり実施しましたインドネシ

ヤ・ボーゴルRCと東慶州RCとのマッチンググラ

ントを参考にしようとしましたが、既にこのプロ

ジェクトは終了となっていました。計画を変更して

タイ国を活動の場所として検討してきました。タイ

国は兎唇の治療を必要とする子どもたちが非

常に多いとの話があり、早速検討を始めました。

取りかかりは2010年に大和中RCで引き受けた

タイ国タンブンティナーナッタモンさんを窓口とし

て、先方タイ国RCを紹介して頂くよう連絡を始

めていますが、なかなか前に進むことが出来ま

せん。引き続き後半に計画を進めたいと思いま

す。

（ニ）姉妹クラブ友好担当

青柳 文四郎委員長

姉妹クラブの友好は実に上手

くいっております。出来れば若い

人に出席してもらいたいと思いま

す。

（ホ）新世代育成担当

中西 功委員長（代読：辻）

ロータリーの基本をもう一度勉強しようと言う、

会長ターゲットに基づき、RI推奨プログラムであるR

YLAについての卓話を4月12日の例会で行います。

後期は交換留学制度とインターアクト、ローターア

クトを取り上げたいと思っております。

■ ロータリー財団委員会

担当理事小栁 智裕

①2013年7月よりスタートします

「未来の夢計画」について、11

月10日例会にて2780地区ロー

タリー財団副委員長の山田様

に卓話を依頼しました。

②ロータリー財団の本年度寄付達成状況は半期

報告のとおりです。皆様のご協力により順調に

推移しています。ありがとうございました。

（イ）米山奨学委員会 高橋 清委員長

勉学・研究の為に日本に

在留している外国人留学生に

対して奨学金を支給して人材

を育てる為の委員会を理解し

て頂きながら活動しておりま

す。

①米山奨学寄付金寄付状況は半期報告のとおり

です。ご寄付を頂いていない会員の方につきま

しては寄付を宜しくお願い致します。

②米山月間にちなみまして、10月13日例会にて金

紅月(キンコウゲツ)さん(女性、神奈川大学、国

籍は中国)に、中国の話、米山奨学生になれた

話をして頂きました。

■ クラブ広報委員会

担当理事 中嶋康次郎（代読：橋本）

活動計画書の通り進めております。広報と致し

ましては如何に大和中RCを会員、他のRC会員、ロー

タリー家族、地域の皆様にご理解して頂くかを、こ

れからも模索して参ります。今後もご指導ご鞭撻を

頂きクラブを更に楽しくまた、会員増強の一助とな
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ればと思います。

（イ）広報・雑誌委員会

中嶋康次郎委員長（代読：橋本）

委員長の私と古木さんに副委員長をお願いし

ております。私個人としても改めてロータリーの理

解が大切な事、多くの方々の様々な活動が載っ

ております。今後も皆様に楽しんで頂ける様努めて

参りますので、宜しくお願いします。

（ロ）ＩＴ担当 辻 彰彦 委員長

クラブ会員がさらに便利に利用して頂ける為の

工夫をする為、7月～11月の期間にホームページ

のリニューアル行いました。

現在は、問題点の確認作業を行っております。1

月に移行作業を行い公開するつもりです。

【石川 健次 会長】

ありがとうございました。以上で各委員会よりの

発表を終わりますが、何かご意見・ご希望があれ

ばご発言ください。

後藤 定毅 会員

前年度、東日本大震災への義捐金を大和中ＲＣ

では1,010,000円の浄財を拠出したが、当時のガ

バナー会での義援金活用決定が今年度に引き継

がれず、その後我が地区では森DGの方針で各ク

ラブからの拠出金全額が有効な使途を見出せな

いままに年度が変わり、その後は森ＤＧの方針で地

区の拠出金の全額が東日本復興基金に繰り入れ

られた。

先ほど奉仕活動の停滞という意見が出たが、

他クラブでは直接被災地への支援をするためこの

基金を活用している例も聞いています。

大和中ＲＣ拠出した金額についてもマッチンググ

ラント等を使用して、クラブの判断で使途について

有効に活用できる可能性があるならば、検討すべ

きではないでしょうか。

【石川 健次 会長コメント】

今後調べてみたいと思います。

他にご意見等、特になければ本日のクラブ協議

会はこれで閉会とさせて頂きます。ありがとうござ

いました。
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古木 通夫 様(大和RC)

今年は大変お世話になりました。皆

様良いお年を！

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

本日は「半期を終えて」のクラブ協議会です。

皆様のご協力を頂きながら何とか半期を終える

事が出来そうです。後残り半期宜しくお願いしま

す。

後藤 定毅 君

大和クラブの古木通夫さん、ようこそ我がクラ

ブへお出で下さいました。その節はご支援ありが

とうございました。それと皆さん一年お世話にな

りました。来る年が良い年になります様お祈りい

たします。

松崎 正実 君

①先週のクリスマス例会、楽しく過ごさせて頂き

ありがとうございました。親睦委員の皆様ご

苦労様でした。

②誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

山崎 賢二 君

①入会記念日のお祝いありがとうございます。

何年になったかは忘れましたが、そろそろ潮時？

②喪中ですので新年のご挨拶は遠慮させて頂き

ます。ご容赦下さい。

鈴木 洋子 君

入会記念のお祝いありがとうございます。今

年も後わずかですが、いろいろ悲しい事があった

年の残りを皆元気でそして来年が良き年でありま

す様に！！

舘盛 道明 君

本日の例会平成23年半期終了です。会長を

はじめ皆様ご苦労様でした。

横澤 創 君

本年最後の例会となりました。皆様から多くの
スマイルをありがとうございました。それでは皆様、
良いお年を！！

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\10,000 累計\587,500


