
皆さん、新年明けましておめでとう

ございます。お正月はいかがお過ごし

だったでしょうか。

あと半期となりましたが、今年もよろ

しくお願いします。

会長の時間ですが、年明けの第一例会に、大

和中ＲＣに新しい仲間が増えることになりました。

後期のスタートにあたりまして大変幸先の良い事

でありますが、これより「入会式」とさせて頂きます。

会員の皆さま、本日より梅田会員と橋本会員よ

り推薦された富澤克司さんを、私たち大和中ＲＣの

新会員として迎え入れることになりました。推薦と

選挙は細則第13条の手続きに沿って慎重に行わ

れ、承認されました。

ロータリーの第一の標語は「超我の奉仕」です

が、ロータリーの綱領は「有益な事業の基礎として

奉仕の理想を鼓吹しこれを育成すること」とありま

す。富澤さんは、これからこの綱領を私たちと共に

分かち合っていく仲間ということになります。

それでは、大和中ＲＣの会員として，富澤克司さ

んをここに喜んでお迎えしたいと思います。

■ロータリーのバッジ進呈、入会にあたり必要書類

一式（クラブ計画書・手続要覧・会員名簿・4つの

テスト額等）をお渡しいたします。

■ それでは、富澤克司さんを推薦者からご紹介を

お願いします。

①推薦者 梅田会員による新会員の紹介

富澤克司君は、土地っ子ですので、お知り合い

の方が多いと思います。

1998年、大和青年会議所、第20代理事長とし

て、当クラブに就任の挨拶に見えておられます。大

和の3クラブを回った結果、いづれは大和中RCだ

なと、心に決めていたそうです。

私も20数年前に当クラブに入会させて頂き多く

のクラブ活動に参加し、奉仕することが出来まし

た。また、隣国である、大韓民国の姉妹クラブとの

交流において国際親善を果たすこともできました。

どれもこれも、ロータリーに入会していなかったら

有り得なかったことだと思います。

これから一緒にやって行くわけですが、表情を

見てお分かりのように、大変明るい性格の持ち主

ですので、すぐに当クラブに溶け込んで頂けるの

ではないかと思います。

それから職業は、（有）惣永商事の代表取締役
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【 本日のプログラム 】 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」 R情報・研修委員会

【 次回予告 】 1月26日 夜間例会「慶寿の会」 親睦活動委員会

【 第1602例会 】 1月12日（木） 【 司会SAA 】 伊藤 英夫 君 【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」

【 ソングリーダー 】 辻 彰彦 君
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で、主に不動産賃貸業を営んでおられます。

②ご本人の自己紹介

今回、入会させて頂きました。ロータリークラブは

以前、青年会議所時代に訪問させて頂き、大変お

世話になりました。

これから皆様には大変お世話になりますが宜し

くお願い致します。

■ ＳＡＡより「会員の皆さん、ご起立ください。富

澤さんの入会に当たり、歓迎の歌として【それで

こそロータリー】を全員で斉唱したいと思います。」

富澤さん入会

おめでとうござい

ます。青年会議所

や消防、市内の各

団体等、大和中ＲＣにはすでに沢山の友人が入会

されておられますし、今回は推薦者を通じて、ロー

タリーの理想が奉仕にあるということは、もうすで

に充分ご理解頂いていると思います。

富澤さんのロータリーでの経験が楽しく有意義

なものとなるよう、皆さまにもご協力頂けることを

期待しています。大和中ＲＣ会員の皆さま、どうぞ

温かくお迎えください。

委員会は親睦活動委員会に所属して頂きます。

カウンセラーは増強委員長の梅田さんにお願いい

たします。

皆様、新春のお喜びを申し

上げます。2012年残り6か月も

宜しくお願い申し上げます。

①本日例会終了後、第7回理

事・役員会を開催いたします。

②来週19日18時より当クラブ

ホストで第6グループの会長・幹事会を北京飯

店にて開催いたします。

③本日より後期会費納入となっておりますので、1

月末までに納入お願いします。

④大和RCより、創立50周年記念式典のご案内が

届いております。当クラブの親クラブであります

ので、多くの参加を募りたいと思いますので、宜

しくお願いします。

雑誌委員会 中島 康次郎 委員長

1月はロータリー理解推進

月間です。

ロータリーについて考えよう

として、ポール・ハリスさんの逸

話が載っており歴史を感じま

した。

「長期計画」から「RI戦略計画」へでは「RI戦略

計画」の日本語訳の変更と進捗状況の概略、そし

て将来は「財団の未来の夢計画」機能的に統合、

統一化されていくそうです。

次の ロータリーは何をしているのか？ でロータリー

クラブに対する公共イメージ調査が載っており、認

知度を高めるだけではなく地域社会をも巻き込む

大きな流れを作るのが大切と書かれております。

お祝いの方々

親睦活動委員会 北砂 明彦 委員

配偶者誕生日 小栁 恵美子夫人 1月12日

結婚記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

創業記念日 古木 勝治 君 1月16日

伊藤 英夫 君 1月17日

「年頭に当たり」 石川 健次 会長

本日は平成24年1月の最初の例会ということ
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で大和中ＲＣの会員の皆さま、あらためまして新年

おめでとうございます。皆さまのこの一年のご健

康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

早いもので会長に就任以来、あっという間に6ヶ

月が経ちました。充分なリーダーシップではありま

せんでしたが、あと半期を大和中ＲＣが充実した活

動ができますようにいっそうの努力をいたします

のでご協力よろしくお願い申し上げます。

さてご承知のように昨年の3月11日には東日

本大震災が発生し、同時にあってはならない原発

の事故もありました。

私ごとで恐縮ですが、その影響を受けて昨年の

私どもの会社は経営的には散々な一年間でした。

計画停電騒ぎや 自粛ムードで予約のキャンセル

が相次ぎ、まともな営業もできない日が続きました。

私のところでは社員とパート・アルバイトあわせ

て、常時30人以上の従業員が働いていますが、こ

の人数で毎日の売り上げが数万円という日が何

日も続きました。昨年は創業40年でしたが、このま

ま会社が終わってしまうのかと初めて思いました。

そのとき、従業員の一人が「社長！会社が大変

だと思いますので、私たちの給料を減らしてくださ

い。」と言ってきたのです。

その時は、「馬鹿だなぁ、給料減らしたって売り

上げがなければ、会社を続けられないだろう？」と

は言いましたが、本当はとてもうれしかったのです。

会社は、自分のためだけのものではない。当た

り前ですが、従業員一人ひとりとその家族の生活

がかかっていることを、今さらながら実感しました。

経営者としての責任の重さと、悩んでいるのは自

分ひとりではないということが良くわかりました。

ここで申し上げたいのは、経営者と従業員は厳

密に言えば「仲間」でも「友だち」でもありません。

しかし、私はここでなぜか ロータリーの創世記の

「寂しがり屋のロータリアン」の話を思い出しました。

ベテランの会員には耳にタコかもしれませんが、

本日入会された富澤さんがおられますので、あら

ためてお話します。

1905年のシカゴにポールハリスという弁護士が

いて、当時の世相から訴訟沙汰が多く、商売は繁

盛をしていても、毎日言いようのない不安感と孤

独感にさいなまれながら生活をしていたそうです。

あるとき偶然に、まったく職業の違う4人で会合

を持ったところ、とても楽しく充実した気分になっ

たそうです。気のおけない「仲間＝友人」ができた

のです。それがロータリーの始まりであると聞いて

います。

ロータリーが広まった理由の一つに、それぞれの

職業や事業規模が異なっていても、「職業分類」と

いう観点で、全ての会員がまったく平等の立場に

あったからと思われます。

ですから、当時は利権をあさったり、特権意識を

持った閉鎖的な会合やクラブが多い中で、ロータ

リーは公平さで大変人気があったと言われていま

す。

ロータリーは寂しがりやが集まって親睦を温める

ことから始まりましたので、困ったことを相談しあっ

たり、会員同士の取引も盛んに行われました。や

がて、仲間たちの利益追求だけではなく、社会奉

仕にも目覚め、その後、国際奉仕や新世代のため

の奉仕へと繋がって、ロータリーは世界中に広まっ

て現在に至ります。

1929年に起きた世界大恐慌でも、職業奉仕の

精神に則って経営していた全米のロータリアン経

営の企業はほとんど生き延びたと聞いております

が、現在の長期に渡る全世界的な不景気では、ど

の業種も経営が大変だと思います。

しかしテレビを見ていると、震災で避難生活を送っ

ている人たちが、「家も無くした。仕事も無くしたけ

れど、私たちはまだ幸せです。亡くなった人も沢山

いる中で、命があって本当に良かった。」というお

話をされていました。

景気は悪くても今、私たちは、電気・ガス・水道

が当たり前に使える生活をしています。そして私た

ちにはやるべき仕事があります。自分の周りには

特に亡くなった方もおりません。これだけで私たち

は充分に幸せなことではないでしょうか。

あれから9ヶ月が経ち、当時の大変な経験や記

憶もやや薄れつつあります。しかし、我がクラブの

若い会員の何名かは、震災後にすぐに被災地に

入り、支援活動をされており、お話によると、現地

でのニーズは毎日刻々と変わるそうです。

ここで実際に活動されたその経験をアドバイス

して頂き、皆さまのアイデアとお力を加えて、年度

後半の事業では何か被災地のお役に立つような、

行政では行き届かないような大和中ＲＣらしいこと
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ができたらと考えています。

同時に、国際奉仕でも大変難しい事業を考えて

おられるとのことですので、時間的や予算的にも

厳しい状況ですので結果的には「集中と選択」に

なるかもしれませんが、並行して検討したいと思い

ます。その節には皆さまのご協力をよろしくお願い

します。

まとまりのない話で恐縮ですが、私の年頭の挨

拶と年度後半の抱負をお話させて頂きました。ご

清聴ありがとうございました。

4

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

①会員の皆様、新春のお喜びを申し上げます。

今年は辰（龍）年です。辰（龍）の如く大きく飛躍の

年にしましょう！ 本年も宜しくお願いします。

②富澤克司さん、ご入会おめでとうございます。

お待ちしておりました。皆で仲良くロータリーを

楽しみましょう！

後藤 定毅 君

①石川会長、橋本幹事、半年ご苦労様でした。

「まだはもうなり、もうはまだなり」です。あとの

半年ご指導をお願い致します。

②富澤克司さん、入会おめでとうございます。一

緒に楽しんでこれから永くロータリーを続けましょ

う。

会員増強委員会

明けましておめでとうございます。今年も宜し

くお願い致します。

高橋 清 君

明けましておめでとうございます。昨年は東日

本大震災大変な年でした。今年龍年、良い年で

あります様に祈願し、石川、橋本年度最終ゴール

への成功に向けて祈願致します。

飯田 豊太 君

明けましておめでとうございます。今年も宜し

くお願い致します。社会奉仕委員会より

松崎 正実 君

新年明けましておめでとうございます。富澤さ

ん、入会おめでとうございます。宜しくお付き合

い下さい。

古郡 清 君

新年明けましておめでとうございます。今年も

宜しくお願い致します。

藤田 重成 君、青柳 文四郎 君、

郡司 守 君、長野 俊八 君

新しい年は心を新たにして、皆さんと永く顔を

合わせたいです。

梅野 房子 君

新年おめでとうございます。昨年は長い欠席

ばかり致しました。今年こそ欠席がないようにし

たいと思います。

石川 健次 君

明けましておめでとうございます。正月明けに

妻の誕生日のお花が届きました。ナイスタイミン

グでした。ありがとうございます。

伊藤 英夫 君

①我がまま者同士が見合いで結ばれ、お蔭様で

今年で金婚式を迎えます。健康に留意しこれ

からも仲良く過ごしたく思います。仲人様に感

謝。

②創業記念お祝いありがとうございました。

高橋 政勝 君

今年も宜しくお願い致します。

中島 康次郎 君

今年も宜しくお願い致します。元気過ぎた反動

か、心臓の調子が今一です。橋本さんに成和病

院さんをご紹介頂きました。ありがとうございま

した。

ＳＡＡ一同

今年も宜しくお願い致します。

富澤 克司 君

入会させて頂きました。これから宜しくお願い

致します。

梅田秀雄君、山崎賢二君、原嶋賢一郎君、

舘盛道明君、北砂明彦君、岸幸博君、

横澤創君、神作彰君、藤塚勝明君、古郡清君

富澤克司さん、入会おめでとうございます。皆

で、首を長くして待っていました。末永いお付き合

いを宜しくお願い致します。

入江 公敏 君

皆様、今年も宜しくお願い致します。富澤さん

お待ちしておりました。

スマイルBOX委員会

横澤 創君、上田 利久君

あと6か月ニコニコしながら宜しくお願い致しま

す。

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\46,000 累計\633,500


