
【規定審議会立法案の件】

昨年、大和中ＲＣが提案して地区大会で承認さ

れた立法案が、2013年規定審議会に提出され、ファ

イル№第１６７号として正式に審査されることになり

ました。

⇒クラブ理事会において、やむを得ない事情と

認められれば、人頭分担金・地区費・年会費の一

部の納入により、継続の意思を確認することで

「退会」ではなく「休会」として扱い、その後に状況

が変わった時に、復帰しやすい環境にするという

のが趣旨です。

ちなみに立法案には、制定案と決議案の２種類

があり、「制定案」は、国際ロータリーの組織規定

（ＲＩ定款、ＲＩ細則、標準ロータリー・クラブ定款）を

改正する立法案で、「決議案」は組織規定の改正

ではなく、方針やプログラム、手続の変更の勧告

をします。

当地区の他の提出案件は全て決議案ですが、

今回の大和中ＲＣの立法案は制定案として提出さ

れていますので、我がクラブの提案で手続要覧が

変更されるかもしれません。

【ＧＳＥの件】

先週の金曜日、ＧＳＥの歓迎会が開催され、多く

の会員有志に参加して頂いたお陰で、盛大な会に

なりました。ブラジルからの来日メンバーにもたい

へん喜んで頂けたと聞いております。

一つ気になったことは、第６Ｇの会員一人当たり

2,000円の負担をしているのに、他クラブではＧＳＥ

への関心が薄いことです。グループ内９クラブの会

長幹事で懇親会に出席されたのは、担当の大和

中ＲＣと海老名欅ＲＣを除くと３クラブだけです。

ＧＳＥの制度自体は素晴らしくても、その意義や

効果のインフォメーションがまったくなされていませ

ん。原因の一つに、担当グループに連絡もせず地

区委員会だけで独断的に活動している面があり、

情報伝達の点で問題があるようです。

メンバーの接待をすることだけがＧＳＥ受け入れ

の目的ではなく、クラブや会員に受け入れに関わ

る活動に参加して良かったと思えるように、丁寧に

説明すべきと考えます。

今回の懇親会の参加者ガ少なくて、もし不発に

終わったとしたら担当クラブとしてこんな文句も言

えません。そういう意味でも、ご出席頂いた会員

の皆さまにはあらためて感謝申し上げます。ありが
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とうございました。

【米山奨学生カウンセラーの件】

2012.4～2013.3大和中ＲＣの米山奨学生は中

国出身の斉 忠良君（日本大学）と決まりました。

カウンセラーには高橋 清米山奨学委員長にお願

いすることになりましたので、委嘱状をお渡ししま

す。

①3/23、GSE歓迎会には、多くのご参加を頂きあ

りがとうございました。又、岸会員には阿波踊り

の華を添えて頂きありがとうございました。

②4/15(日)、『川越日帰りの旅』の家族例会てす。

多くの御参加をお願いします。

③2010～2011年度の地区報告書が届いており

ます。ご希望の方は事務局までお願いします。

④大和市国際化協会より『やまと国際交流フェス

ティバル』への協賛のお礼が届いております。

お祝いの方々

親睦活動委員会 阿萬 正巳 委員

会員誕生日 番 桂柳 君 3月22日

阿萬 正巳 君 4月2日

結婚記念日 神作 彰 君 3月31日

藤塚 勝明 君 4月2日

上田 利久 君 4月3日

創業記念日 番 桂柳 君 4月1日

藤田 重成 君 4月1日

梅田 秀雄 君 4月1日

岸 幸博 君 4月1日

山崎 賢二 君 4月1日

青柳 文四郎 君 4月1日

入会記念日 辻 彰彦 君 4月1日

『イニシエーションスピーチ』

富澤 克司 会員

今回、イニシエーションスピーチの機会をいただ

きましてありがとうございます。

私は地元の小学校中学と

地元で過ごし子供のころは

野球大好き少年でした。

中学では野球部に所属し練

習に励みましたが残念ながら

万年補欠、そして試合ではいつもピンチヒッターで、

なぜか三振とぱっとしない少年時代でした。

また、大和の街は映画館があり商店が充実して

いてとても賑わっていたことを覚えております。そん

な中で子供時代を過ごしました。

そして、高校大学と進学し中学生の時の反動で

クラブ活動はせず「帰宅部」でしたが、１９歳の時に

父が病気で亡くなりました。そんなことがあり、突

然生活が変わり、家庭の仕事と学校と両立しなが

ら過ごしました。家業が農家ということもあり、畑

の管理をしたり、また相続税の支払いと忙しかった

ことを覚えています。

その後、２７歳の時に祖父が亡くなり、また相続

としばらく大変な日が続きました。その後、２９歳で

結婚し、青年会議所へ入会となり、しばらくは青年

会議所活動にどっぷりつかり、一生懸命活動しま

した。そして、青年会議所が終るとロータリークラブ

へ何度か誘われましたが、JCの反動か、しばらくは

遠慮していましたが、今回熱心に勧誘していただき

入会となりました。

お蔭様で入会してからは皆様にはよくしていた

だきまして、今はとても楽しく出席させていただいて

います。

最後に家族は子供が４人、妻、母の７人そして犬

1匹、猫1匹となります。

これからは積極的に活動に参加させていただき

ますのでよろしくお願いします

石川 達男 会員

皆さんこんにちは、横澤さん

の推薦で3月1日に大和中ロー

タリークラブに入会させて頂きま

した石川達男と申します。よろし

くお願い申し上げます。大塚印

刷株式会社という会社で印刷

の仕事を40年近くしております。
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私は、1951年に、大和生まれで、草柳小学校、

光丘中学校、大和高校を卒業しました。中学、高

校は、サッカー部におりまして、その頃は、今のよう

にJリーグのできる前で、人気のあるスポーツでは

なかったのですが、かなり夢中になってやっていま

した。

大学は専修大学の商学部に行きましたが、その

頃、会社の仕事が忙しく、父親に頼まれて、仕事を

手伝うようになり、大学の方は仕事との両立がで

きず、挫折してしまい、中退となってしまいました。

今から考えると、もう少し勉強をしておけば、人生

も少しは変わっていたのかなあと思います。

昭和54年に大和に青年会議所が出来たときに

友人に誘われて、入会いたしました。その時の先輩

が、大和中ロータリークラブには多く在籍されてい

るので、本当に親しみを感じております。青年会議

所活動では、いろいろなことを経験でき、また多く

の友人を作ることが出来て、大変感謝をしており

ます。中でも、大和のサッカー少年達を、韓国の姉

妹JCである南仁川JCとの合同事業で、韓国の仁

川市へ連れて行き、サッカーの交流試合をさせた

こと。そしてそのことが当時の井上市長も賛同して

頂き同行してもらったことなどが良き思い出として

残っております。

仕事の方は、創業当時は活版印刷から始めま

したので、活字を1本1本組んで版を作る非常に手

間の掛かる仕事として始めましたが、今ではパソコ

ンを使って簡単に組版ができてしまう時代になっ

てしまいました。このインターネットと繋がった情報

革命の中、どの様に印刷業が生き残ってゆけるの

か、日々、試行錯誤の日が続いております。

私も昨年で還暦を迎え、自分ではまだまだ若い

と思っておりますが、マラソンに例えれば、折り返し

地点を過ぎて後半戦を健康に気を付けて、走って

行こうと思っております。幸い私の父親も当年89

歳になりますが、現役で仕事をしております。私も

生涯現役で頑張っていこうと思っております。ロー

タリーライフも先輩に教えていただきながら、始め

たいと思います。よろしくお願いいたします。

橋本 吉宣 会員

皆様こんにちは。３月１日より本クラブに入会さ

せていただきました橋本 吉宣

と申します。改めまして宜しく

お願い申し上げます。私の仕

事は大和市深見にて電気工事

業を営んでおります。電気工事

業という事になっておりますが、

電気工事という縛りにとらわ

れること無く「快適空間創造企業」というような

企業になれることを目標にしております。

さて、イニシエーションスピーチとの事ですが、私

のような若輩者が、ここにいらっしゃるような大先

輩方を前にして、私のプロフィールや半生をお話し

たところで面白くも何ともないと思いますが、せっ

かく頂きました機会ですので、少しだけ私のプロフィー

ルなどをお話させていただきたいと思います。

私は生まれも育ちも大和で、小中高と大和市

内の学校に通いました。小学校は大和市立深見

小学校に通い、６年間を通して剣道を習っておりま

した。大和市の代表等に選ばれた事もあり、熱心

に稽古に励んでおりました。その時 頭を叩かれ過

ぎたせいか、剣道以外は何をやっていたかあまり

思い出せません。

その後中学に進学すると、音楽に興味を持ち始

め、剣道を辞めてバンド活動を始めました。その当

時、大和田園ロータリーのメンバーであった父に

「楽器を買ってほしい」とお願いをしましたが、「俺

は千円札一枚を握りしめて福島から出てきたんだ

…」とコンコンと説教を受け、中学校１年生の時から

新聞配達をして楽器を購入したことを思い出しま

す。

その後高校に入り、ますます道が逸れて行く訳

ですが…高校時代は応援団に所属をしておりまし

た。学校は休んでも応援団の練習だけは出席して

おりました。また、その頃父のロータリーの関係で、

アメリカからの留学生が我が家に来ておりました。

名前はルイス・オルモンドと言う青年でしたが、今

でも交流があり、たまに日本に来た時には一緒に

食事に行ったりしています。ちなみに今はLos Ang

eles近郊でプール付きの広い一戸建てに住んでい

るようです。今度遊びに行くからと言いつつ、忙し

くて未だに行った事がありません。

そして高校卒業後は様々な仕事をしました。仕

事と言ってもフリーターと呼ばれるような仕事でし
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たが…飲食業や鳶・土工、トラックの運転手など

…本当に様々な事をやりました。そして最後にアル

バイトをしたのが電気工事でした。電気工事の世

界に入り、「これは勉強をしなければ出来ないな…」

と思い、そこから日本工学院電気工学科に入学致

しました。無事卒業後、川崎にある電気工事会社

に就職をする訳ですが…２年間働いた後、まだ満

足できず、放浪の旅をしたり、スノーボードのインス

トラクターをしたりしました。

まだまだお話出来ないような事を沢山しました

が、父の会社に入る前に航空写真のカメラマンを

やっておりました。この仕事は全国各地を転々とし、

企業や小・中学校の人文字の写真撮影を行う仕

事でした。当時、「夢のある仕事だし、この仕事で

会社を立ち上げたい」と思い、父に相談に行った

ところ、いつの間にか父の会社に入社しておりまし

た。

それからは現在の仕事に専念している訳ですが、

地元での仕事の関係から、１９９９年に大和青年会

議所に入会しました。青年会議所では、ここにいらっ

しゃる先輩方を始め、多くの先輩方から様々な事

を学ばせて頂きました。また、沢山の仲間も出来ま

した。本当に入会して良かったと思っております。そ

んな青年会議所活動も昨年で卒業し、しばらくは

仕事に専念しようと思っていた矢先に、先輩から

この大和中ロータリークラブへの誘いがあり、この

度の入会に至った次第であります。

先日のご挨拶の時にも申し上げましたが、ロー

タリークラブは会費が高額でありますし、社員が汗

を流して働いている時間に例会に参加させていた

だく訳ですので、それに見合ったものを身につけた

いと思っております。その為にも皆様のご指導・ご

鞭撻をお願い申し上げスピーチとさせていただき

ます。

★内容は下記からダウンロードできます。

files.me.com/nakajima22/6fgvp0.mp3
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石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
本日は、ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁです。富澤克司会員、石川

達男会員、橋本吉宣会員、楽しみにしておりました。
宜しくお願いします。
番 桂柳 君
誕生日を祝って戴き有難うございます。81歳後期

高齢者と成りました。これからの生き様を思案中です。
又、創業祝いも戴き重ねてお礼申します。但し廃業し
ました。
阿萬 正巳 君
誕生日のお祝い、ありがとうございます。富澤さん、

石川さん、橋本さん、イニシエーションスピーチ頑張って
下さい。
神作 彰 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

藤田 重成 君
創業記念を祝って頂き有難うございます。

梅田 秀雄 君
①創業日を祝って頂きありがとうございます。
②富澤君、石川君、橋本君、本日のスピーチ楽しみに
していました。点数は付けないので気楽に話して下
さい。

藤塚 勝明 君
プロクラムを見て初めて気付いたように、我家では

結婚記念日を祝う習慣はありません。ロータリーのお
蔭で、怒られずに済みそうです。
プログラム委員会 山崎 賢二 委員長
今日は新鋭お三方のスピーチ楽しみにしています。

顔ぶれを見ると30分では時間が不足かも知れません。
大幅延長も覚悟しています。以前、阿萬さんのイニシ
エーションスピーチの際、無理矢理一人で30分担当し
て頂いたことを思い出します。いまだに阿萬さんと顔

を合わせると怖いんです。当時のトラウマかと思いま
す。阿萬さんに申し上げますが当時のプログラム委員
長は僕ではなく後藤さんですので、誤解のない様お
願い致します。
富澤 克司 君
今日はイニシエーションスピーチです。人前で話しを

するのは10年ぶりです。宜しくお願いします。
石川 達男 君
本日、イニシエーションスピーチを行います。宜しく

お願いします。
橋本 吉宣 君
今日はイニシエーションスピーチを行わせて頂きます。

宜しくお願い致します。
舘盛 道明 君
富澤君、石川君、橋本君、御入会改めておめでとう

ございます。
北砂 明彦 君
本日は富澤さん、石川さん、橋本さん、イニシエーショ

ンスピーチ楽しみにしてます。
古郡 清 君
富澤さん、石川さん、橋本さん、イニシエーションスピー

チ楽しみにしています。
岸 幸博 君
橋本君、石川君、富澤君、今日は楽しみにしていま

す。
後藤 定毅 君
有望新人将来性ある我がクラブのイニシエーション

スピーチ楽しみです。
横澤 創 君
富澤君、石川達男君、橋本吉宣君のイニシエーショ

ンスピーチを楽しみにしていました。思う存分、思いの
たけをお話し下さい。

スマイルボックス 横澤 創 委員長 本日\20,000 累計\821,500


