
皆さん、こんにちは！

会長の時間ですが、すでにご案内のとおり、大

和中ＲＣに新しい仲間が2名増えることになりまし

たので、これより「新会員の入会式」とさせて頂き

ます。

石川達男さん（推薦：横澤会員）

橋本吉宣さん（推薦：梅田会員と橋本幹事）

会員の皆さま、本日より ただ今ご紹介させて頂

きました２名の方を、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、無事

承認されました。

お二人は当クラブ会員より正会員として選ばれ、

石川達男さんは「印刷業」を、橋本吉宣さんは「電

気工事業」という職業分類を代表することになり

ました。

お二人は推薦者により、ロータリーの基本原理、

責務、義務を理解し、ロータリアンとなる意思があ

ることを表明されておられます。

当クラブの会員としてお二人を選んだことは、

親睦の仲間ということだけではなく、ロータリーの

理想を共に実現していく仲間として受け入れたこ

とを意味します。

ロータリーの会員であるということは、名誉であ

り特権でもありますが、同時にそれに値する義務

が伴います。難しいことではありません。まずは、お

忙しいとは思いますが 例会に出席することをお願

いします。これは、親睦を深めていくための基本的

な手段であり、自らの職業を代表するひとつの方

法であるからです。

それでは、大和中ＲＣの会員として、石川達男さ

んと橋本吉宣さんをここに喜んでお迎えしたいと

思います。

これより、ロータリーのバッジをつけさせて頂き、

入会にあたって、必要書類一式（クラブ計画書・手

続要覧・会員名簿・4つのテストの額等）をお渡し

いたします。

①石川達男さんを推薦者

の横澤会員からご紹介

頂き、ご本人の自己紹介

をお願いします。

横澤 創 会員

石川達男君、新会員とし

てご紹介します。職業分類、印刷業。大塚印刷株

修正

39名 34名 89.47％ 75.76% 6名 阿萬、小栁、舘盛、梅野
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【 本日のプログラム 】 3月8日 卓話 「平成24年度を展望」 大和市長 大木 哲 様・担当プログラム委員会
【 次回予告 】 3月15日 卓話 「新しいホームページ」 ＩＴ担当

【 第1609例会 】 3月1日（木） 【 司会SAA 】 鈴木 洋子 君 【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」

【 ソングリーダー 】 北島 照介 君 【ゲスト】 飯田 邦利 様（文部科学省技術参与）、内山 勇治郎 様
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式会社の代表取締役です。青年会議所出身、61

歳。相模大塚で印刷業の二代目を営んでおります。

性格は温和で、とても良い人です。皆さん可愛がっ

て下さい。

石川 達男 会員

本日よりお世話になります、石川達男です。皆

様、宜しくお願い申し上げます。桜森で大塚印刷

(株)という会社で仕事をしております。

②橋本吉宣さんを推薦者

の梅田会員からご紹介

頂き、ご本人の自己紹介

をお願いします。

梅田 秀雄 会員

橋本吉宣君をご紹介しま

す。職業は橋本電気工事株

式会社、代表取締役です。橋本君は昨年12月に

大和青年会議所を卒業しました。その卒業を待っ

て、本日の入会の運びとなりました。今年度、石川

会長の運営方針に、ロータリーの楽しみ方は、親睦

を求めるもよし、奥深さを探求するもよし、と書かれ

ております。これから一緒に、いろいろな活動を行っ

て行くわけですが、まずは、楽しみながらクラブに

なれて行けば良いのかなと思います。

橋本 吉宣 会員

本日から入会させて頂きました橋本吉宣です。

職業は電気工事業を営んでおります。昨年末にて

青年会議所を卒業し、今年から縁あって大和中R

Cに入会させて頂く事になりました。RCは会費が

高額ですので、金額に見合った「やりがい」を見出

したく思っております。

石川達男さんと橋本吉宣さん入会おめでとう

ございます。二人同時に入会というのは本当に久

しぶりです。お二人とも青年会議所のＯＢだそうで

すが、これまでもいろいろな団体において活躍され

ておられ、職業上の評判も素晴らしいと聞いてお

ります。

大和中ＲＣにはすでに沢山の友人が入会されて

いますので、すぐにクラブに馴染めると思います。

お二人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、会員の皆さまにもご協力お願い

いたします。

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、石川さんは横澤エレクト、橋本さん

は梅田さんにお願いいたします。

①3月のロータリーレートは＄1＝78円です。

②次週3/8例会終了後、第９回理事会を開催いた

します。ご出席宜しくお願い致します。

③3/11、13時半､ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾃﾙ海老名にて大和R

C創立50周年記念式典の参加者は14名です。

多くの参加をお願い申し上げます。

④3/8例会は大和市長大木哲様をお招きして、

「平成24年度を展望」をテーマに卓話を予定し

ています。多くの御参加お願いします。

雑誌委員会 中島 康次郎 委員長

2012の３月号は興味深い内容が多く感じられ

ました。

先ず、「RI会長メッセージの持続可能な奉仕を」、

そして横組P28からの2012年国際協議会リポート

の田中作次会長エレクトのＲＩテーマ「奉仕を通じて

平和を」は勿論ですが、ラジェンドラ・サブー元RI会

長の”人間の価値観は４つの「R」に集約”のスピー

チ記事が私にも解り易かったです。またP40の同

論?異論では広報についての様々な意見が載って

おり正直な話し悩みました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 北島 照介 副委員長

会員誕生日 横澤 創 君 3月5日

神作 彰 君 3月6日

創業記念日 古郡 清 君 3月1日

飯田 豊太 君 3月4日

岩松 薫 君 3月6日

入会記念日 神作 彰 君 3月3日

岸 幸博 君 3月4日
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「放射能を正しく怖がろう」

飯田 邦利 様

★内容は下記からダウンロードできます。

files.me.com/nakajima22/cfqybp.mp3
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石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

①石川達男さん、橋本吉宣さん、首を長くしてお待ち

しておりました。本当に良かったですね。ロータリーを

共に楽しみましょう！

②ネクスト・コンピューティング(株)代表取締役内山勇

次郎さん、ようこそ。本日は、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰでの参加あ

りがとうございます。お気軽にお付き合い下されば

幸いです。又、本日は飯田様、卓話ありがとうござ

います。大変楽しみにしておりました。宜しくお願い

します。

横澤 創 君

①男の証、前立腺を切り取って来ますので、暫くお休

みします。今度、お会いする時は「おネエ」になって

帰ってきます。

②誕生日のお祝いをありがとうございます。元気？で

62歳を迎えます。

飯田 豊太 君

創業記念お祝いありがとうございます。

神作 彰 君

誕生日と入会記念ありがとうございます。

岸 幸博 君

入会を祝って頂きありがとうございます。

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\27,000 累計\750,500

プロフィール

飯田 邦利様 1950年6月23日生まれ

東海大学 工学部応用理学

原子力工学専攻 卒業

第一種放射線取扱主任技術者

茨城ビル代行（株） 管理部 顧問

文部科学省 技術参与
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引田 俊一 君

石川先輩、橋本君、入会おめでとうございます。共

にJC卒業組ですね。特に橋本君は本当の意味でこれ

からの後輩としてたくさんこき使いますので、頑張って

下さい。

松崎 正実 君

石川達男さん、橋本吉宣さん、入会おめでとうござ

います。心より歓迎いたします。仲良くロータリーを楽

しみましょう。

高橋 政勝 君

今日は石川さん、橋本さん入会おめでとう。内山さ

んようこそお出で頂きました。よろしく。

後藤 定毅 君

春の先駆けに石川さん、橋本さんの入会、おめでと

うございます。ゆっくりロータリーライフを満喫して下さ

い。

横澤 創 君、古郡 清 君、岸 幸博 君、

富澤 克司 君、北砂 明彦 君、山崎 賢二 君、

山崎 賢二 君、梅田 秀雄 君、原嶋 賢一郎 君、

北島 照介 君

石川達男君、橋本吉宣君、入会おめでとうござい

ます。一緒にロータリーを楽しみましょう。

会員増強委員会

内山勇治郎様、ようこそおいで下さいました。例会の

雰囲気と、ロータリーとは何かを感じ取って頂ければ

幸いです。

梅田 秀雄 君

飯田邦利様、本日の卓話楽しみにしておりました。宜

しくお願い致します。

古郡 清 君様
飯田邦利様、今日は遠くより卓話ありがとうござ

います。楽しみにしています。

【大和市まごころ地域福祉センターへの備品寄贈】

◆奉仕プロジェクト委員会＝飯田豊太社会奉仕委員長

子育て支援センターは「引っ越してきたばかりで親子とも身近に友達がいない」「同年代の子どもを持

つ知り合いがいない」など子育てに不安を抱えながら、相談相手のいない社会から孤立しがちな子育

て家庭のための施設です。育児相談、情報提供、親子の交流の場を提供し、地域で安心して子育てが

できるよう設置された子育て支援施設です。

今回、老朽化した玩具や予算不足で購入をためらっていた備品（①折りたたみユニット畳 ②離乳食

コーナーのパーテーション ③木製玩具 ④知育玩具）について、施設に寄贈することは有用な奉仕事業

と考え、地域に役立つ社会奉仕事業として支援を行いました。

平成24年3月１日午後２時30分、大和市柳橋にある「大和市まごころ地域福祉センター」２階において

贈呈式が行われました。寄贈者として大和中ＲＣを代表して石川会長が挨拶し、大和市社会福祉協議会

の高橋会長より感謝状を受領しました。


