
【入会式】

藤田 方巳 君 フジ工業（株） 代表取締役

職業分類 屋根工事業

推薦者 高橋政勝会員 藤塚勝明会員

カウンセラー 藤塚勝明会員

所属委員会 親睦活動委員会

米山奨学生の斉 忠良君がお見えですので奨

学金をお渡しします。

①会員の皆様、あけましておめでとうご

ざいました。本年もどうぞ宜しくお願

い致します。

②2013年1月6日、消防出初式に会長・

幹事・山崎奉仕Ｐ委員長で出席いたしました。

③本日、会長幹事会が厚木県央ＲＣの幹事にて行

われます。会長幹事出席いたします。

④1月29日、青年会議所の賀詞交歓会に会長・幹

事でお伺いする予定です。

⑤1月24日、4クラブ合同例会賀詞交歓会が北京

飯店にて18：00より行われます。奮ってご参加お

願い致します。尚、当日は夜間移動例会で開始

も30分早く18：00からですのでお間違えありま

せんように。

お祝いの方々

親睦活動委員会 長谷川 清 委員

配偶者誕生日 橋本 絵里奈 夫人 1月11日

小栁 恵美子 夫人 1月12日

創業記念日 古木 勝治 君 1月16日

入会記念日 富澤 克司 君 1月12日
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【 本日のプログラム 】 1月17日 会員卓話 「地球に残された時間」 上田 利久 会員
【 次回予告 】 1月24日 大和・座間４クラブ 「合同賀詞交歓会」 場所 北京飯店

【 第1650例会 】 平成25年1月10日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君

修正

41名 35名 89.74% 91.67% 7名 原嶋、神作、小栁、富澤

1655号



「年頭に当たり」

会長 横澤 創

皆さま、新年おめでとうご

ざいます。年頭に当たり御挨

拶を申し上げます。

昨年１２月９日に大和地区３

クラブ合同事業「交通事故撲

滅大作戦」が開催されました。

当日は１３００人を超える来場者を数え、FМ横浜、藤

田君の生放送の中継もあり、ロータリーの公共イメー

ジの向上に大いに寄与しました。後日談ですが、卓

話に来られた（株）せんざんの山泉社長がたまたま

放送を聞いていまして「ロータリーも中々やりますね

え」と言われたそうです。思わぬ反響があるもので

す。

さて、皆さんもお感じになったかと思いますが、３

クラブが一堂に会した中で中クラブがずば抜けて

元気なクラブでした。出席人数、そして若い会員が

多い点でも他の二クラブを圧倒していました。後日

の会長幹事会で「お宅のクラブはまとまりがあって

楽しそうだね」と言われ、改めて我がクラブの素晴

らしさを実感いたしました。

当日、他クラブの会員が我がクラブの会員を通

じて大和中クラブに移籍したいとのお話がありまし

た。仕事の関係でと言っていましたが、元気で楽し

そうな我がクラブに魅かれたことも一因ではない

かと思います。

我がクラブには、立派な経営者もいれば大資産

家もいれば、私のようなその日暮らしの会員もいま

す。しかし、会員はみな平等で上下はないという風

土は、３５年間 諸先輩が紡いできた素晴らしい伝

統です。

毎年、会長幹事は変わりますが、彼らを応援しよ

う、盛りたてようという仲間を大切にする「思いや

り」も我がクラブの素晴らしい伝統です。

この素晴らしいクラブに本日入会された藤田方

巳さんは、本当に運が良い人です。大和中クラブ

でのロータリーライフをゆっくりとお楽しみください。

私事ですが、昨年の春先には前立腺がんの手

術を受け、会長職を全うできるかどうかと思いまし

たが、運よくひと月程のブランクで済みました。病

気とは無縁と思っていましたが、老いるとともに「終」

は確実にやってくるものだと改めて感じた入院期

間でした。入院中、神様がくれた長い退屈な時間

がありまして、残りの人生の事、事業継承の事、ロー

タリーの事をたっぷりと考えることが出来ました。振

り返ることなく、ただひたすら前を向いて走ってき

た私には、人生を振り返り、軌道修正をする貴重な

時間でした。

さて、本年度「週一度 みんなに会える 楽しみ」

を掲げました。私自身がそうなりたいという思いか

らです。私がロータリーをそのように感じることが出

来てこそ、会員の皆さんも「週一度 みんなに会え

る 楽しみ」を感じて頂けると思うからです。会員の

皆さんは、それぞれ企業や組織のトップです。立派

に社会を動かしている方々です。ロータリーのキャリ

アや知識の違いはありますが、そのことは人格の

総合力のほんの一部でしかありません。そんな会

員の皆さんが、居心地がよく前向きに楽しめるクラ

ブにするにはどうしたらよいかいつも考えています。

私は、なるべく身近な出来事やテーマからロータ

リーを語りたいと思っています。簡明に具体的に、と

いう宿題を課しています。「奉仕の理想」や「超我

の奉仕」というロータリーの哲学、理念は実践的で

具体的なものでなければなりません。

一例を挙げますと、尖閣、竹島問題で世の中が

薄っぺらなナショナリズムに翻弄されている時、手

続き要覧の国際奉仕を開くと「ロータリアンは愛国

心にとらわれず、自分が、国際理解と親善と平和

を推進するという責務を共に負っているものとみな

すべき」と書かれていることを発見しました。これこ

そロータリーの先人が築いてきた具体的な哲学で

あると感銘を受け、皆様にお話を致しました。

今後も、このような発信をしながら、会員の皆さ

んがロータリーを身近なものと感じて頂けるように

心がけていきます。

さて、このターゲットを具体的に実現するために

二つの重点目標を掲げました。「例会の充実」と

「活発な奉仕活動の推進」です。目標に向かう過

程で会員同士の濃密な親睦が生まれ、仲間意識

が醸成され、一体感を感じる事ができ、ロータリー

が楽しくて仕方がなくなるような、そんなクラブの

運営を目指しているところでございます。

それでは半期を振り返ります。通常例会では外

部講師を５人迎えました。

プロゴルファー マーク川島氏の「ゴルフの極意」

では、「目からうろこ」の会員も大勢いたようです。

数名が卓話の終了後も熱心に質問をしていました。

元厚木基地渉外部長 牛尾氏の卓話「東日本

大震災・トモダチ作戦」では、地元の厚木基地が

米軍の救助救援活動の起点になり、被災した多く

の東北の同胞に希望を与えた様子を映像を交え
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てリアルにお話しいただきました。被災したにもかか

わらず謙虚で強靭な精神をもった東北人に驚いて

いた米兵の話が印象に残りました。そして、改めて

日米同盟の重要性を認識した卓話でもありました。

谷下喬一氏による「元気のあるアジア市場」で

は、出張２０００日の奮闘記と氏のアジア観をお話し

いただきました。アジアに進出した日本企業の失

敗要因を分析され、アジアで成功するには、人脈

構築と交渉力と素早い判断が出来るトップリーダー

の存在が絶対条件だと喝破していました。アジア

では組織の力ではなくトップのカリスマ次第という

ことでしょうか。長年アジアで奮闘してきた谷下氏

ならではのお話でした。

中根麻利さんによる「ハワイとフラの魅力」も楽し

い時間でした。ダンスと歌を交えてフラの歴史を初

め、表現の意味を教えて頂きました。あの身振り手

振りが手話であることを始めて知りました。少々寒

い時期でしたが例会場は異様な熱気に包まれてい

ました。

（株）せんざんの山泉社長による卓話は「顧客満

足の追及」を具体的に実践されているお話で、我

われに多くの示唆を与えて頂きました。

そもそも、クラブフォーラムで「職業奉仕とは何ぞ

や」という質問がこの卓話に至ったきっかけでした。

職業奉仕とは「職業を通じて社会に奉仕する」と大

上段に構えると難しくなりますが、社会を「私のお

客様」に置き換えると、職業奉仕とは顧客満足の

追及であり実践であることに思い至りました。居酒

屋で一杯の焼酎に心を動かされた話、穂高のゴル

フ場で朝どり野菜が無料で振る舞われた話を引き

合いに出し、我がクラブの会員が実際にどのよう

な顧客満足の実践をしているのかを３分間スピー

チでお話しいただいております。後期もプログラム

委員会が指名致しますので、３分間スピーチに挑

戦してください。顧客満足の追及はロータリアンの

永遠のテーマです。

プログラム委員会の皆様、充実した半期を作っ

ていただき有難うございます。後期も引き続き会

員が唸るような例会を楽しみにしています。

奉仕プロジェクト委員会では、二つの大きな事

業を開催していただきました。知的障害者施設「松

風園」の園児、ご家族、そして先生らと共に総勢２０

０名で茅ケ崎サザンビーチにおいて地引網を楽し

みました。空からお菓子が降ってくるサプライズも

あり、障害児やその兄弟たちの嬉々とした顔が忘

れられません。後日、お礼に来られたお母さんが

「この子を産んでから、こんなに生き生きとして笑っ

た顔は見たことがありませんでした。日々は厳しい

現実ですが、こんな楽しいことがあると、それを励

みにまた頑張れます。」と言われたことが印象に残っ

ています。久しぶりに会員が汗を流した例会でした

が、すがすがしい例会でありました。

二つ目のプロジェクトは冒頭に申し上げた交通

安全教室です。３クラブの合同事業として行いまし

たが、準備段階で、重箱の隅を突っつく発言ばか

りのクラブがあり、こんなことなら大和中クラブが

単独で行った方が、よほど前へ進むのではと後悔

した時期もありました。合同事業の難しさを感じまし

た。しかし、苦労のかいがあり、終わってみれば大成

功で、大和中クラブの底力を見せつけた一日であ

りました。

後期は、大和市役所から寄贈された救急車を発

展途上国に進呈するという国際奉仕プロジェクト

が予定されています。今着々と準備を進めておりま

すので、内容確定をしましたら、会員の皆様にお伝

えを致します。その節は、ご協力をお願いします。

８月の会員増強月間の夜間例会は、ロータリー

の興味を持ってくれそうなオブザーバー８名を招待

しての例会でした。初めての試みでしたが、古郡護

人氏のテーブルマジックを交えての楽しい例会で、

大和中クラブの魅力を大いにアピール出来ました。

本年度の増強目標は純増５名です。すでに野口宏

君、竹内彰君、長谷川清君、そして藤田方巳君の４

名が入会され、岩松薫さんの転勤退会があり、只

今純増３名です。後期も引き続きロータリーにふさ

わしい人を勧誘してまいります。

親睦活動委員会は、２回の家族例会を開催して

いただきました。「大相撲でタニマチ気分、向島で

は旦那の気分」と題した大江戸文化体験ツアーは、

向島割烹・水の登での芸者遊びが忘れられません。

是非もう一度体験したいと入江幹事が申していま

す。

クリスマス家族会は、厚木基地将校クラブで開

催され、みんなでジャズをスイングしました。３５年前、

ここで我がクラブはチャーターナイトを迎えたゆか

りのある場所で、チャーターの上田会員に思い出を

交えて乾杯のご発声をしていただきました。

親睦委員会の皆様には、いつも素敵な企画を有

難うございます。

会員卓話では、後藤定毅君の「魅力あるクラブ

とは」、小栁智裕君の「視点」、引田俊一君の「国

際奉仕について」お話しいただきました。それぞれ

充分に準備された素晴らしい卓話でした。

米山奨学生の斉忠良君は、クラブの色々な事
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業に参加され、会員が米山奨学の理解を深める

広告塔の役割を十分に果たしている素晴らしい青

年です。

その他、クラブフォーラム、クラブ協議会、地区大

会、公式訪問等、お話したいことは山ほどあります。

皆様のご協力に心から感謝いたします。

年度後半についても素晴らしいプログラムが準

備されています。初めての試みである「４クラブ合同

例会・賀詞交歓会」「３５周年記念家族例会」「職

業奉仕委員会主催の企業見学」「韓国東慶州RC

との合同例会イン横浜」等など、会員の皆様の心

に残る例会運営を目指して参ります。

我がクラブも３５周年を迎えました。ロータリーの

細則、内規で時代にそぐわないところも出てきまし

た。今 理事会を中心にそれらの見直しを行い、４

月をめどに皆様にお諮りしたいと思っています。ま

た、若い会員が増える中、いつでも誰でも幹事が

出来るように運営の手順書（マニュアル）を作成、

整備して参ります。

「現役の職業人たる会員は、仕事の時間を必死

にやりくりしながら例会に出席しています。せっかく

の例会が、ただ昼食をとるだけの時間にならない

ように、何か心に残るものがあったり、楽しかったり、

刺激を受けたり、あるいは得をした気分になるよう

な、そんな例会を目指します。」と就任の挨拶で申

し上げました。年度後半も、「例会の充実」と「活発

な奉仕活動」に重点を置きながら、会員の皆様が

「週一度 みんなに会える 楽しみ」を感じて頂ける

ような運営に邁進してまいります。

引き続き皆様と共に、魅力的な「大和中クラブ」

を作っていこうではありませんか。年度後半も宜し

くお願い致します。
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横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
米山奨学生 斉忠良君、ようこそいらっしゃいまし

た。藤田方巳会員、入会おめでとうございます。皆様、
明けましておめでとうございます。本年も、あと半年、
宜しくお願い致します。今年は巳年です。身になるよ
うな後半としたいです。
後藤 定毅 君
①皆様、新年おめでとうございます。横澤会長、入江
幹事、「もうはまだなり、まだはもうなり！」です。明る
く楽しく、あと半年お願い致します。

②藤田方巳さん、ようこそ我がクラブに入会して下さ
いました。「週一度、藤田さんに会える楽しみ」が増
えました。

青柳 文四郎 君、髙橋 政勝 君
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

願いします。藤田さん、御入会おめでとうございます。
楽しみにしておりました。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君、長野 俊八 君、
郡司 守 君

平成25年、最初の例会オープン。本年も楽しいクラ
ブにしましょう！！
石川 健次 君

明けましておめでとうございます。藤田さん、御入
会おめでとうございます。大和中RCもだんだんにぎ
やかになりそうですね。
親睦活動委員会

新年明けましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願い致します。
奉仕プロジェクト委員会

新年明けましておめでとうございます。残り半年で
実の有る奉仕プロジェクトを仕上げたいと思います。
宜しくご協力お願いします。

飯田 豊太 君、鈴木 洋子 君、橋本 日吉 君、
髙橋 清 君
おめでとうございます。今年も宜しくお願い致しま

す。。
北島 照介 君
藤田会員、入会おめでとうございます。今後とも

宜しくお願い致します。いろいろ教えて下さい。
北砂 明彦 君
藤田方巳さん、入会おめでとうございます。公私と

もにご指導宜しくお願い致します。
松崎 正実 君、阿萬 正巳 君
新年明けましておめでとうございます。藤田さん、

入会大歓迎致します。これで昨年の3人きよしに次い
で、3人まさみの誕生です。ひでおさん、けんじさん、あ
きらさん、あきひこさん達も3人目が出来ることを期待
します。
横澤 創 君、山崎 賢二 君、藤塚 勝明 君、
梅田 秀雄 君、古郡 清 君
藤田君、入会をお待ちしておりました。楽しい仲間

に来て頂き、大和中RCも今まで以上に明るくなります。
中島 康次郎 君
2013年が明けました。今後とも皆々様方、大変お

世話になります。ご指導宜しくお願い致します。
中西 功 君
創業記念、祝って頂きありがとうございます。今年

で63年目になりました。あと何年見届けられるか。
橋本 吉宣 君
妻の誕生日をお祝いして頂き、ありがとうございま

す。
岸 幸博 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。

スマイルボックス 岸 幸博 委員長 本日 \31,000 累計 \491,670


