
①R財団より、ポールハリスフェローのピンが届

いております。ご協力ありがとうございまし

た。

長野 俊八 君 舘盛 道明 君

番 桂柳 君 梅田 秀雄 君

藤塚 勝明 君 原嶋 賢一郎 君

②米山奨学会より、米山功労クラブの感謝状

と米山功労者 マルチプルの感謝状が届い

ております。ご協力ありがとうございました。

藤田 重成 君 原嶋 賢一郎 君

飯田 豊太 君

③２週連続の移動例会で、久しぶりにホームグ

ランドに戻ってきました。

１２月９日、快晴の中、奉仕プロジェクトの第２

弾として大和自動車学校において「交通事

故撲滅大作戦」と銘打った交通安全教室が

開催されました。本年は大和地区の３クラブ

の合同事業として取り組み、来場者数１３００

人を超える大盛況でした。３クラブで行った合

同事業で、これだけ多くの一般市民が参加

した事業は過去にはなかったと思います。事

故やトラブルも無く大成功に終わりましたこ

と、改めて皆様に御礼を申し上げます。

当日、大和青年会議所の役員が数名見えて、

ロータリーの力強さに驚嘆していました。ロー
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【 本日のプログラム 】 1月10日 挨拶 「年頭にあたり」 横澤 創 会長
【 次回予告 】 1月17日 会員卓話 「地球に残された時間」 上田 利久 会員

【 第1649例会 】 平成24年12月27日（木） 【 司会SAA 】 橋本 日吉 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 橋本 吉宣 君

修正

41名 34名 87.18% 91.67% 7名 引田、岸、中西、野口、辻
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タリーは能書きだけで行動しない奉仕団体と

いう彼らの先入観が、見事に打ち破られた

一日でもありました。今後このような市民対

象のイベントがあれば、是非参加してお手伝

いをしたいとの申し出がありました。

さて、今回の事業の成功は周到な準備につ

きます。３クラブで数回にわたり打ち合わせを

重ね、ロータリーの役割は如何にして人を集

めるかということでした。予想をはるかに超

える来場者を数えたことは、広く他団体に

声を掛けた大和クラブ増会長の顔の広さと

行動力が大きく寄与しています。そして、大

和自動車学校の皆さんの献身的な奉仕が

なければこの成功はなしえなかったでしょう。

職員を奴隷のようにこき使った入江幹事のリー

ダーシップに頭が下がります。ボランティア

参加の社会福祉協議会の職員の皆様、子ど

の会の役員の皆様、その他多くの団体が手

慣れた対応で来客をさばいて頂いたことも

成功の一因でした。花を寄付していただいた

北島さん、お菓子を寄付していただいた中島

さん、そして何より会場を提供していただい

た大和自動車学校さんに心より御礼申し上

げます。

ロータリーの今回のイベントは、単なるお祭り

に終わらず真面目に交通安全教室に取り組

んだことで、関係機関の高い評価につながっ

たものと思います。そして大和自動車学校の

社会貢献事業はやはり高い評価につながる

ものと思います。

当日、３クラブが一堂に会した中、赤タスキの

大和中クラブが圧倒していました。一番元気

なクラブは大和中クラブだと感じたのは私だ

けではなかったと思います。会長としてこん

なに誇らしいことはありません。この合同事

業がきっかけとなり、各クラブが活性化し大

和地区のロータリーの底上げになれば素晴

らしいことではないでしょうか。

１２月２０日は厚木基地将校クラブでクリスマス

家族会が開催されました。多くの会員家族

にご参加いただき、ジャズを堪能していただ

きました。ジャズバンドをご紹介下さった辻さ

ん、昨年のハワイアンに引き続き有難うござ

いました。そして楽しい企画を準備され、コマ

ネズミのように休むことなく御接待頂いた

親睦委員会の皆様、本当に有難うございま

した。

さて、本日は第５回クラブ協議会「半期を終

えて」です。年度当初に掲げたクラブの目標

に対しての半期の進捗について、また年度後

半のプログラムについて発表していただきま

す。宜しくお願いします。

①2/24開催予定のＩＭは1/22が出席者の回答

期限です。回覧いたしますので、多数の参加

お願いします。

②2012地区協議会報告書ＤＶＤが郵送されま

した。ご覧になりたい会員は事務局まで申し

出て下さい。地区ＨＰからインターネットでも

ダウンロードできます。

③2012/1/6消防出初式に会長・幹事で出席

いたします。

④2012/1/12米山国際交流会が厚木パート

ナーセンターにて開催されます。当クラブから

は古郡米山奨学委員、高橋清カウンセラー

と米山奨学生の斉忠良君が出席予定です。

⑤大和青年会議所、賛助会員継続について、

理事役員にご承認いただきました。

⑥大和青年会議所の賀詞交歓会が1/29日開

催され、会長幹事で出席します。

12/6第6回理事・役員会【審議事項】

①11月までの予算の執行状況について、承認。

②新入会員予定の被推薦者が標準ＲＣ定款

の職業分類・会員資格を満たしており、承認。

③タウンニュース新年広告・国際化協会の協

賛について承認。

④事務局のＩＴ化・ペーパーレス化について、承

認。
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現在私は株式会社サン

ミューズのピアノ事業部の

顧問をしております。私は

後継者もおりませんでした

ので、スズキピアノ商会の

事業を引き続き行ってもら

えるところを探しておりました。音楽教室にお

いては20数年担当している講師の方が快く引

き受けて下さり、先生のご友人と南林間駅近

くにて教室を開き現在に至っております。

ピアノ等楽器につきましては重要なのはメン

テナンスです。いろいろ検討の末、店舗、修理

工房があり且つ又、入札に参加してもらえる所

等々なお技術者（ピアノ調律師が少なくとも

数名以上いること）がいる条件を満たしている

のが今の会社でした。又私がしてきたお客様

のサービスの仕方、一例をあげると、一年に一

度調律に伺う福祉施設等に使用済みの切手

を持参してもらうことなど、又料金等は特別な

事情の無い限り今まで通りの金額で仕事をし

てもらう事で引き継いでもらいました。80％は

サンミューズに残り、20％は嘱託の人にお願い

しました。

一部のお客様に連絡等の不行き届きがあり

ましたが、2年が過ぎ現在に至っております。

お祝いの方々

親睦活動委員会 橋本 吉宣 委員

会員誕生日 引田 俊一 君 1月1日

松崎 正実 君 1月4日

竹内 彰 君 1月9日

配偶者誕生日 辻 明美 夫人 12月30日

石川 早百合夫人 1月1日

結婚記念日 梅野 房子 君 1月7日

創業記念日 中西 功 君 1月1日

入会記念日 山崎 賢二 君 1月6日

鈴木 洋子 君 1月8日

「半期を終えて」

【半期報告】

所 属 国際ロ－タリ－

第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 63クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 田中 作次

第２７８０地区ガバナ－ 菅原 光志

第６グループガバナー補佐 壽永 純昭

１ 会 員 数 年初 39名

現在 41名

入会 3名

（野口宏君、竹内彰君、長谷川清君）

退会 1名 （岩松薫君）

１ 出席率 90.28％

１ ゲストビジタ－数 87名

１ 例 会 通 常 20回

夜 間 2回

家族会 2回

取り止め 1回

１ スマイルボックス

目標額 １,５００,０００円

達成額 ７月～12月 ６９０，６７０円
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間スピーチ 鈴木 洋子



達成率 ４６．０４％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ７，８００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 ８，０３５ドル

達成率 １０３．０１％

１ 米山記念奨学金

目標額 ７８０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 ６３７，５００円

達成率 ８１．７３％

２０１２年１２月２０日現在

本日の内容は下記よりダウンロード下さい。

http://sdrv.ms/TLPeqj
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横澤 創 会長・入江 公敏 幹事

本日は、今年最後の例会、第５回クラブ協議会

「半期を終えて」です。半期を終えて、各委員会

が立てた年度当初の活動目標の進捗を報告し

ていただきますので、どうぞ宜しくお願い致しま

す。

石川 健次 君

妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

60才になるので、何か赤い物でも買ってやろうと

思っています。

舘盛 道明 君

12月20日家族例会、親睦委員会の皆様あり

がとうございました。楽しく過ごさせて頂きました。

鈴木 洋子 君

入会記念のお祝いありがとうございます。又

本日の3分間スピーチ、前向きの話ではなく申し

訳ございません。

古郡 清 君

横澤会長、入江幹事、半年間お疲れ様でした。

会員の皆様、一年間ありがとうございました。

中島 康次郎 君

毎年の事ですが、師走には私も死ぬ思いで走っ

てます。何としても、年は越したいです。2013年も

宜しくお願い申し上げます。

後藤 定毅 君

しばらくぶりにこの例会場に来ましたら、長谷

川さんが入会されていて、びっくりしたり嬉しくなっ

たり、我がクラブは中くらいですが、最高です。一

年間お世話になりました。

山崎 賢二 君

早々に来年の入会記念日をお祝い頂き、あり

がとうございます。

松崎 正実 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

63才になります。

親睦活動委員会

先日のクリスマス家族例会には、大勢の御参

加を頂き、盛大に行うことができました。ありがと

うございました。

スマイルボックス 番 桂柳 副委員長 本日 \11,000 累計 \460,670


