
先週の理事役員会で、内規の改正案が提出さ

れました。審議の結果、全員一致で承認されました

ので、本日改正案を配布させて頂きました。（資料

添付）

次週28日の木曜日は取り止め例会とさせて頂

き、姉妹クラブである東慶州ＲＣの会長離就任式

典に会長他13名で出席してまいります。

5/10の創立記念日の夜間例会でもご紹介しま

したが、我がクラブの創立5周年の記念事業とし

て東慶州ＲＣとの姉妹クラブ締結をして以来、横澤

年度には30周年を迎えます。

30年間もの長き年月の間にはいろいろなこと

がありました。藤田パスト会長の時代には「行き違

い」から姉妹交流がまったく途絶えたこともあった

とお聞きしました。

しかし、その後は両クラブの会員相互の信頼関

係構築の努力が実り、毎年の東慶州ＲＣ会長離就

任式典には公式に招請状が届くようになり、大和

中ＲＣ会員が式典出席のため韓国を訪問すること

が慣わしになっています。

近年では両クラブの会員が、公私を問わずに友

人として気軽に相手国を訪問し、親睦と交流を深

めるようになりました。

姉妹クラブの力を結集し、両国の青少年スポー

ツ交流も実現し、人道的奉仕事業をマッチンググ

ラントでも実施し、ロータリーとして親睦と奉仕の成

果を積み上げてきました。

しかし、東慶州ＲＣでは110名を超える会員数と

会員の若年齢化による世代交代が進み、大和中

ＲＣとの姉妹交流の負担になっている面もあると

思います。

また、先方の式典開催に合わせて、我がクラブ

では6月の最終週の例会を取り止めにして参加し

ていること、姉妹締結は公式な関係としても、不参

加の会員のご理解の上で姉妹交流のために奉

仕会計の予算を使っていることなど、突き詰める

と色々な思いがあります。

横澤エレクトは、新年度の8月に「姉妹クラブを

考えるフォーラム」を開催する予定とのことです。

修正

39名 34名 89.47％ 94.74% 6名 中西、富澤、梅野、山崎

1629

【 本日のプログラム 】 7月5日 挨拶 「就任にあたり」 横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
【 次回予告 】 7月12日 クラブフォーラム 「クラブ管理運営について」 クラブ管理運営委員会

【 第1624例会 】 平成24年6月21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 】 北島 照介 君
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新年度に30周年の節目を迎えるにあたり、長期的

視野に立った姉妹クラブのあり方を、会員全員で

考えてみたいと思います。

次週の会長離就任式に出席した折に、東慶州

ＲＣからどのような提案が出されのるか、それとも

何も話が無いのか、もしあった場合にはその対応

をどうするのか、両クラブの関係役員には同席を

お願いしてお話をする機会を設けて頂きます。帰

国後に会合の顛末をエレクトにご報告したいと思

います。

①7月度のRレートは＄1＝80円となります。

②本日18時半より元湯旅館にて、今年度最後の

会長・幹事会が厚木中RCホストで開催されま

す。

③次週6/28は取り止め例会となりますので、お間

違いのない様、宜しくお願いします。

一年間ありがとうございました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 北砂 明彦 委員

創業記念日 長野 俊八 君 6月21日

阿萬 正巳 君 6月28日

入会記念日 青柳 文四郎君 6月19日

藤田 重成 君 6月23日

伊藤 英夫 君 6月23日

上田 利久 君 6月23日

『一年を顧みて』

石川 健次 会長

本日の例会をもって、一年間の私の任期がほ

ぼ終了いたします。ほぼというのは、次週28日には

姉妹クラブである韓国東慶州ＲＣの会長離就任式

典に会長他13名で出席し、無事に帰ってくるとい

う任務が残っているからです。

厳密に言いますと、6月30日の深夜12時をもっ

て大和中ＲＣの会長としての職務から解放されるそ

うですが、今は会員皆様のご協力で一年間が無

事に終了しつつあることにホッとした気持ちがこ

み上げてまいります。

もう来週からは、毎週の「会長の時間」の原稿

を考えなくて良いと思うだけで、心が軽くなるよう

な気がします。会員の皆さまにとっても、毎週毎週、

堅い話を聞かされるのは大変だったかもしれませ

んが、だまってお付き合い下さりありがとうござい

ました。

本年度の会長ターゲットは「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！」と

させて頂きましたが、実はある切実な想いをもって

考えました。

大和中ＲＣの特徴としてこれまで何度も申し上

げましたが、クラブ内の会員同士の親睦は非常に

上手くはかられており、クラブの雰囲気の良さは

たまにメークアップにこられる他クラブの会員から

も羨ましがられているところです。

クラブの伝統かもしれませんが、先輩会員はじ

め会員の皆さまが鷹揚な人が多く、経験の浅い

私たちの失敗や勘違いを笑って許してくれるとこ

ろは会長として一年間とてもやり易いところでした。

ここでクラブとして足りないところをあえて申し

上げますと…、仲が良くて居心地が良すぎるから

か、ロータリー自体にあまり「コダワリ」が無いこと

かも知れません。

大和中ＲＣは現在39名の会員数ですが、私を含

めて15名が会長経験者です。これは、幹事経験者

なら間違いなく数年の内に会長に就任するという

ことを意味しています。これから幹事になられる方

でも、近い将来には間違いなく会長候補となると

いうことです！

今は新会員だとしても、やがて委員長を経験し

たり、理事役員会のメンバーを担当したりして、徐々

にクラブの運営について関わりを持つことになると

思われます。

しかし、自分の年度として「クラブ運営に責任を

持つ立場」になれば、ロータリーの基本的な知識

や情報はある程度は必要になることは間違いあり
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ません。

枝葉のところは、その都度勉強したり先輩にア

ドバイスをもらえば間に合うとは思いますが、ロー

タリーの理念や考え方、他の奉仕団体とは何がど

う違うのかなど、基本的な事は絶対に知っておい

たほうが良いと思います。

今さらですが「一年を顧みて」のお話しをしなが

ら、もっとちゃんと勉強しておけば良かったという

のが、私の実感でもあります。

そんな考えで、少しでもロータリアンとしての基

本的な知識や情報を紹介することで特に若い会

員に少しでもお役に立てればという想いがありま

して、毎週毎週のやっつけ仕事でしたが「会長の

時間」を使わせて頂きました。

私の入会年度の北砂会長は、自他共に認める

ロータリー博士でしたが「本当はあまりわかってな

くても、毎晩寝る前に手続要覧を他の会員より２

～３ページ先を読んでおいて、知っとったふりをす

るのが秘訣だよ！」と珍しく謙虚な言葉をおっしゃっ

ていました。

ということで今年度は、全て北砂さんを見習っ

て「会長の時間」には早めの準備と知ったかぶり

で、偉そうにお話ししていたということです。

一年を振り返りますと、奉仕活動の実践という

部分では少し心残りがありますが、本年度は4名

の新会員が入会されましたことがなによりもうれ

しく思います。

北砂さん、富澤さん、石川さん、橋本さんが新し

い仲間になられましたこと、皆さまのご努力と熱

意に本当に感謝申し上げます。

個人名を出して申し訳ありませんが、梅田パスト

会長は日頃から誰か良い人はいないかと目を凝ら

して情報を集めておられました。これは増強委員

長をお願いした今年に限ったことではなく、私も

数年前に同行して何人かのアプローチの現場に

お付き合いしたことを思い出しました。

今期だけでなく、ここ数年かけて蒔いておいた

種が昨年から今年にかけて芽を出したということ

だと思います。

若干の強引さもあったかも知れません。声をか

けられた人は迷惑であったかもしれません。しかし、

梅田さんご自身が大和中ＲＣが良いクラブである

と信じているから、自信を持って熱心に入会を誘え

たのだと思います。

新しく入会された方からの「ロータリーに入会は

してみても、今のところ奉仕活動をしている実感が

ない。クラブの目指しているところが見えにくい」

と、「ロータリーは会費が高いので、会費に見合っ

たクラブライフを期待している」という言葉が印象

に残りました。

これらの新会員の率直な感想は考えてみれば

まったくその通りで、この疑問に的確に応えていく

ことはロータリアンとして私たち全員の責務だと思

いました。

親睦あってのロータリーではありますが、長く在

籍していると徐々に感覚が鈍くなるのか、現状に

何の疑問も持たず慣れてしまっていることにあらた

めて気づきました。

私はクラブの活性化のために、外部からではな

く会員の中からこういう率直な意見を得られるこ

とこそ、新しい会員が入会するメリットの一つだと

思いました。

しかし、せっかくロータリーに入会しても 誰かの

考えや行動に期待したり、相乗りするだけでは、ロー

タリーの面白さはなかなか感じられないかも知れま

せん。

ロータリーの理念を共有した仲間として、自分自

身が積極的にクラブ内外の活動に参加して、そこ

に楽しみを見出すことが必要だと思います。

枕詞では「世界最大の奉仕団体であるロータリー

クラブ」とよく言われますが、ロータリーの力とは、

組織の大きさやその活動そのものに由来している

のではないと思います。

ロータリーの持っている潜在的な力とは、ロータ

リアン自らが奉仕活動に精力的に参加すること、

ロータリーの理念を良く理解して、日々いかに行動

するかによって発揮されるものだと私は考えていま

す。

34年前のクラブ創立時に、先輩方がロータリー

というものに初めて触れて、勉強して、その奥深さ
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を知った喜びや高揚感は その後に入会した私た

ちには知る由もありません。

しかし、今の心境は会長を終えても、ガバナーを

経験しても、ロータリアンでいる限りはロータリーの

勉強はいつまでも終わることは無いと思っています。

最後になりましたが、一年間幹事として私を支え

てくださった橋本さんのお話をさせて頂きます。

橋本さんがクラブの誰よりも職業奉仕を実践さ

れており、勉強熱心で優秀なことはだれもが認め

るところですが、唯一の難点は忙しすぎるというこ

とです。

しかし、今年度は私に幹事に指名されてしまった

せいで、大和中ＲＣのためにと色々な役職をセーブ

して頂きました。

お礼のしようも無いのですが、冒頭申し上げた

ように幹事経験者は数年の内には大和中ＲＣ会長

になると思われますので、そのときは是非お手伝

いをさせて頂きたいと思います。一年間本当にあり

がとうございました。

大事なことを忘れるところでした。いつも大和中

ＲＣのために例会場を無償でお貸しくださっている、

八千代銀行大和支店さんにもお礼を申し上げな

ければなりません。毎週毎週当たり前のように使

わせて頂いておりますが、本当にありがとうござい

ます。次年度も宜しくお願い申し上げます。

そしていつも裏方ですが、クラブのために正確に

職務を果たしてくれました事務局の藤原さんとい

つも会場を気持ち良く整えてくださる安倍さん、本

当にお世話になりました。

次年度の会長さんは私より性格的に厳しい人で

すから、もっと無茶なことをお願いするかも知れま

せんが、大きな子どもだと思って面倒を見てあげて

下さるようよろしくお願いいたします。

私のようなものを会長として盛り立てて頂き、一

年間に渡り無償の奉仕とご協力をして頂いた会員

の皆さま、本当にありがとうございました。これを

もちまして一年を締めくくる挨拶とさせて頂きます。

「年間報告」 橋本 日吉 幹事

所 属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 66クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 カルヤン・バネルジー

第２７８０地区ガバナ－ 森 洋

第６グループガバナー補佐 菊地 孝夫

１ 会 員 数 年初 35名 現在 39名

入会 4名

（北砂明彦君、富澤克司君、石川達男君、

橋本吉宣君）

退会 0名

１ 出席率 88.84％

１ ゲストビジタ－数 56名

１ 例 会 通 常 40回 夜 間 3回

家族会 3回 取り止め 3回

１ スマイルボックス 目標額 １,５００,０００円

達成額 ７月～6月 1,501,045円

達成率 100.07％

１ ロータリー財団

目標額 ６，３００ドル（１人あたり＄180）

達成額 ７月～６月 ８，６７２.８２ドル

達成率 １３７．６６％

東日本復興基金目標額

３，５００ドル（１人あたり＄100）

達成額 7月～６月 ５，２００ドル

達成率 １４８．５７％

１ 米山記念奨学会

目標額 ７００，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～６月 １，０６７，５００円

達成率 １５２．５０％

２０１２年６月２１日現在

『一年を顧みて』 橋本 日吉 幹事

RIテーマ「こころの中を見つめよう。博愛を広げ

るために」、そして、第2780地区森ガバナー方針を

受け、石川会長より今年度ターゲット「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！」を掲げて頂き、一年間活動してまいりました。

先ず一年間を、顧みて2点に絞り総括させて頂き
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ます。

1点目は、石川会長の年間ターゲットについてで

す。最初のイメージは、RIも大変だけれど我RCも大

変だと言う直感でした。ロータリアン一人一人のあ

り方等問われ、ロータリーも変革が始まったのだと

思いました。

皆様の会社でも、同じだとは思います。「過去の

時代の流れ」と「新しい時代の流れ」の交錯の潮

目の時であり、今正に、変革しなければ乗り遅れて

しまう時期でもあります。

人の思いや思考は、必ず現実化するとよく聞き

ます。毎週の例会での会長のお話しの中で、これ

からのロータリーのあるべき姿、こうありたい姿の

思いを語って頂き、また一年を通した今、振り返っ

てみますと、皆様にも思いが伝わってきた様な気が

致します。一週一週ロータリーの情報を、用意周到

準備され、お話される真摯な姿勢が、印象的であ

りました。大和中RCも、変化の兆候が見られてきた

中、ロータリーの風土も感じ取れてきました。是非、

次年度へと、この風土を繋げて、大和中らしさ、特

徴が出せていければと期待しております。

2点目は、何を言っても、会員維持、そして増強を

取り上げなければなりません。梅田会員維持増強

委員長、そして会員の皆様と5名の新会員増強目

標必達を目指して、会員候補の方々を訪問致しま

した。

結果4名でありましたが、大和中RCの仲間となっ

て頂き、新年度7月5日に入会される野口氏を含め

ると、念願の40名を達成する事が出来ました。梅

田委員長、委員の皆さん改めて感謝を述べたいと

思います。

そして、新たに会員となられました北砂会員、富

澤会員、橋本吉宣会員、石川達男会員の方々に

は、訪問の際は、快く迎えて頂き、しかも一つ返事

で入会して下さった事に改めて感謝申し上げます。

そして、皆様の今後のご活躍を大いに期待してお

ります。

最後になりましたが、幹事として何も出来てませ

んでしたが、幹事の立場になって初めてRCの事が

分り始めました。気付きと学びの一年で終わった

様な気が致します。これも素晴らしい会長と一緒

に出来た事、皆様の暖かいご理解とご協力があっ

た事、そして事務局の藤原さん、アシスタントの安

倍さんが陰で支えて頂いた事に、心より感謝を申

し上げて「一年を顧みて」に代えさせて頂きます。あ

りがとうございました。
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石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

一年間、皆様のご支援、ご協力のもと、無事

滞りなく、活動出来ました事に、心より感謝申し

上げます。本日は「一年を顧みて」です。宜しくお

願いします。

後藤 定毅 君

石川会長、ご苦労様でした。素晴らしい年度と

して記憶に残ります。そして、その会長を支えた橋

本幹事に感謝して乾杯！

横澤 創 君、入江 公敏 君

石川会長、橋本幹事、一年間ご苦労様でした。

素晴らしい一年をありがとうございました。

高橋 清 君

石川会長、橋本幹事、一年間のご苦労に心か

ら感謝致します。活動の多い素晴らしい年度に

対して敬意を表します。

髙橋 政勝 君

石川会長、橋本幹事、一年間大変ご苦労様で

した。

郡司 守 君、舘盛 道明 君

石川会長、橋本幹事、ご苦労様でした。

飯田 豊太 君

本年度最終例会、皆様ご苦労様でした。

藤塚 勝明 君

会長、幹事の一年間のご指導ありがとうござ

いました。この情熱を次年度以降も持ち続けて

頂きます様。

古郡 清 君

石川会長、橋本幹事、一年間お疲れ様でした。

松崎 正実 君

石川会長、橋本幹事、一年間ご苦労様でした。

各委員会の皆様、お疲れ様でした。会報は次年

度第1週まで仕事です。

番 桂柳 君

石川会長、橋本幹事、一年間お世話様でした。

スマイルボックス 上田 利久 副委員長 本日\51,995 累計\1,051,045
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梅田 秀雄 君

石川健次会長、橋本日吉幹事、一年間お疲れ

様でした。ゆっくり休んで下さい。

鈴木 洋子 君

石川会長、橋本幹事、一年間お疲れ様でした。

いろいろありがとうございました。

辻 彰彦 君

会長、幹事及び役員の皆様、一年間クラブ運

営にご尽力を頂き本当にありがとうございまし

た。

北島照介君、橋本吉宣君、石川達男君

石川会長、橋本幹事、一年間お疲れ様でした。

北砂 明彦 君

石川会長、橋本幹事、一年間お疲れ様でした。

そしてありがとうございました。

原嶋 賢一郎 君

石川会長、橋本幹事、一年間お疲れ様でした。

戌の会・有志一同

石川会長、橋本幹事一年間お疲れ様でした。

あまり活動が出来なかった会ですが、ヘソクリを

スマイルさせて頂きます。次年度はもっとヘソクリ

を増やせる様活動したいと思います。

長野 俊八 君

①創業記念日のお祝いありがとうございます。

52年になりました。継続は力なりと言われます

のでもう少しボチボチ頑張ります。

②石川会長、橋本幹事一年間お疲れ様でした。

阿萬 正巳 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

伊藤 英夫 君

入会記念日のお祝いありがとうございます。

入会して、会員38名、在籍者132名の出会いが

思い出します。色々な方々がおりましたね。

青柳 文四郎 君

入会記念日のお祝いをして頂きありがとうご

ざいます。

藤田 重成 君

33年間良く通ったもんだ。人生もこれで一幕

終りだ。あとはのんびりやります。

スマイルボックス横澤創君、上田利久君

若い頃の様に名調子と言うわけにも行きませ

んでしたが…それでも半分は楽しみながら進めさ

せて頂きました。大よそ目標に達しました。皆様の

ご協力に感謝いたします。

東慶州離就任式典に参加して

東慶州ＲＣ会長離就任式典に参加するため、6/28（木）早朝、羽田国際空港に集合、ソウルに向け出

発。長谷川清元会員を加えた14名でＫＴＸを利用、新慶州駅に到着し、東慶州ＲＣ会員の出迎えを受け

ました。

式典には済州島の友好クラブのウリナリＲＣも10名参加されました。（女性限定ＲＣ＝会員数60名程）

理事役員も含めた交代式は例年通り盛大に挙行され、2011－2012年度の鄭 鉉末会長から、金 大

淵 新会長へと厳粛な雰囲気の中、式典が執り行われました。お国柄か終了後にも2次会、3次会と宴

席が延々と続き、日本の式典とは大分趣が違うようでした。

翌日は、慶州から４時間の麗水で開催中の世界海洋博覧会の観光に出発。東慶州ＲＣの金直前会

長、金直前ＡＧ、李国際奉仕委員長の3名が急遽同行され、大和中ＲＣ会員とともにバス旅行で親睦を

深めました。

韓国では（仏宝）通度寺（法宝）海印寺（僧宝）松廣寺が三大名刹として有名ですが、宿泊地の麗水

より程近い 松廣寺を参拝してからソウル経由で帰途につきました。

（離就任式典参加者）

石川 健次・橋本 日吉・入江 公敏・後藤 定毅・高橋 政勝・青柳 文四郎・舘盛 道明・藤塚 勝明・梅

田 秀雄・神作 彰・小栁 智裕・中島 康次郎・富澤 克司・長谷川 清 元会員（※敬称及び役職名 略）


