
会員の選挙について、郵送いたしました推薦通

知に対し、所定の日数を経過した日（通知より７日

間）までに会員からの異議申し立てはなく、池澤利

男君は会員に選

ばれたものとみな

されました。よって

本日入会式を行い

ます。

【入会式】

池澤 利男 君

（株）昭和環境公社 代表取締役

職業分類 清掃業

推薦者 石川 健次会員 梅田 秀雄会員

カウンセラー 石川 健次会員

所属委員会 親睦活動委員会

４月２１日（日）麻布大学において「地区協議会」

が開催されました。出席された会員の皆様、季節外

れの寒さの中ご苦労様でした。地区協議会は、岸

年度に向けて指定された部門の責任者が勉強をす

るセミナーです。相澤光春ガバナーエレクトの地区

運営方針の発表があり、いよいよ次年度に向けて

スタートしました。当クラブも着々と準備が進んでお

り、５月２３日の例会は、次年度に向けてのクラブ協

議会を開催致します。

日経の世論調査によりますと、アベノミクス効果

で内閣支持率が７６％まで跳ね上がりました。我が

クラブも、キシノミクス効果で大いに飛躍し、岸会長

のリーダーシップのもと、キラリと光る大和中クラブ

を育んでまいりましょう。

２週に亘りの移動例会では、多くの会員のご参

加を頂き、有難うございました。

職業奉仕委員会の工場見学は、ブリジストンの

小平工場を見学しました。足袋の裏にゴムをつける

という地下足袋の発明から、たった１００年でタイヤ

メーカー世界一の企業に成長したブリジストンの、

成長戦略、品質管理、マーケティングには圧倒され

ました。免震装置等新しい分野も開拓していますが、

地下足袋の時代から終始一貫して、足回りのゴム

にこだわり続けているブリジストンの頑なな姿勢は、

私たちに多くの示唆を与えてくれました。

懇親会の「うかい鳥山」は、日常を忘れる空間に

浸り、旨い酒と肴で皆さん大いに満足しました。奥さ

ま方も参加していただき、素晴らしい懇親が出来ま

した。企画運営をしていただきました職業奉仕委員

会の皆様有難うございます。

先週は、韓国東慶州ＲＣの友人が１６名で日本を

訪れ、姉妹クラブ友好委員会の準備のもと、素晴ら

しい交流が出来ました。桜木町海風季で行われまし
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た姉妹締結３０周年を記念する合同例会は、我が

クラブから３０名の会員が参加され、和やかな中に

も格調の高い例会を行うことが出来ました。東慶

州のメンバーは、私たちの心のこもった歓待に大

そう感激され、そして日本の春を満喫して無事に帰

国されました。今回の交流で、両クラブの距離がグッ

と近づいたと感じたのは私だけではなかったと思

います。企画運営を担当された委員会の皆さん、そ

して会員の皆さん、本当に有難うございました。６

月２７日に招聘されました東慶州ＲＣの離就任式に

は、多くの会員で伺い、姉妹クラブの信頼の絆を

更に深めて行こうではありませんか。

①今月、11日・18日の移動例会に関わらず沢山

の会員の参加をいただきありがとうございまし

た。。

②次週5/2は取り止め例会となります。5/9は創立

35周年記念移動例会を横浜うかい亭で18：30

より行います。お間違えありませんようにお願い

致します。

③東慶州ＲＣの離就任式が６月２７日に開催されま

す。

④４月７日、大和田園ＲＣの創立３０周年記念例会

がうかい亭で開催され、会長幹事が招待されま

した。友好クラブである、宮城県黒川郡大和町

の大和ＲＣの方々も数名でお祝いに駆け付け、

厳粛な中にも和やかな素晴らしい３０周年記念

例会でした。

⑤厚木中クラブより事務局に、藤川亨胤氏の講演

会の御案内が届きました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 石川 達男 君 5月13日

藤田 重成 君 5月15日

橋本 日吉 君 5月15日

配偶者誕生日 藤田 アサ 夫人 4月30日

中島 條子 夫人 5月11日

竹内 晴美 夫人 5月11日

結婚記念日 横澤 創 君 4月29日

長谷川 清 君 4月29日

辻 彰彦 君 5月13日

創業記念日 梅野 房子 君 4月29日

「リノベーション35の取り組みについて」

横澤 創 会長、入江 公敏 幹事

（横澤会長）

４週に亘ってリノベーション３５の取り組みについ
てお話してまいりました。すでに「大和中クラブ細則
の一部改正に伴う改正案」の予告を通知しており

ます。合わせて、４月１１日の会長の時間でご提案い
たしました「ロータリー希望の風奨学金」への寄付
について御審議頂きたいと思います。

本日のクラブフォーラムで、会員の皆様のご意見を
頂戴し、細則、内規等改定のご承認いただき、次
年度が整理された状態で迎えられますように、皆

様のご協力を宜しくお願い致します。
入江幹事が定足数の確認を行い、例会の成立

を宣言した。（細則第５条 会合 第３節 会員総数
の３分の１をもて定足数とする）
第３条 理事及び役員の選挙 第４条役員の任

務 関連した内規 第１項 役員・理事及び会計監
査の選挙について、関連資料（手順書等）を含め、
入江幹事より説明をお願いします。

（入江幹事）資料確認、例会細則改正①②

まず、例会細則改正①についてですが、第3条理
事及び役員等の選挙については、第1節の下線部

分が現状とそぐわない為、実態に合わせました。
第4条の役員の任務につきましては、第2節に直

前会長を加え、以下、現行のまま順送りとし、第9

節に会計監査を加えました。会計監査は役員であ
りませんので、第4条の表題については、役員等に

変更いたしました。目的は、役員等の任務を明確に
する旨の改正案でございます。
例会内規改正②については、第1項（1）のこれ

を、指名委員会とし、（2）の会長ノミニーを会長エ
レクトに変更し、分かりやすく、現状の実態に合わ
せる旨の改正案でございます。以下詳細は改正案・

細則・内規をご参照願います。
例会参考資料①②については、理事役員および

会員の選挙の運用基準として、分かりやすく手順

書として後にお使い頂きたいと思います。以上宜し
くご審議のほどお願い申し上げます。
（採決）

出席会員全員の賛成をもって、本細則および関
連細則は、原案通り承認されました。
（横澤会長）

続きまして３月２８日の会長の時間で取り上げま
した、「青少年育成基金の取り扱い」について審議

致します。通知致しました「大和中ロータリークラブ
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青少年育成基金（案）」の資料に基づき、関連する
細則第１２条 財務第８節の追記に関して入江幹事
より説明をお願いします。尚、関連で第７節周年記

念事業積立金の取り扱い、並びに第９節別途積立
金についても一緒に説明願います。

（入江幹事）

例会細則改正③については、まず、青少年育成
基金を細則第12条第8節に追記いたしました。運

用基準として例会資料③を作成し、これに伴う細
則の改正であります。３月28日会長の時間で御説
明いたしましたが詳細は資料記載の通りでありま

す。また、従来からの周年記念積立金を第7節に追
記し、周年記念事業以外には支出出来ない事を明
記いたしました。第9節に追記し、別途準備金の計

上について明記いたしました。我が大和中ＲＣは
「権利能力無き社団」であり、目的の無い繰越金
は性格上馴染まず、余剰資金は将来の損失補て

んのみに活用すべきであり、これを明記する旨の
改正案です。以上宜しくご審議のほどお願い申し
上げます。

（御意見・御質問）

高橋政勝会員より、本改正案について、賛成討

論がなされました。ただし、支援対象として、中学生
も対象とすべきである、今後「青少年育成基金運
営委員会」で十分な議論をしていきましょうとの発

言がありました。
（採決）

出席会員全員の賛成をもって、本細則および関

連細則は原案通り承認されました。
（横澤会長）

続きまして４月４日の会長の時間で取り上げまし

た、「会員の高齢化への対応、 正会員の会費の
一部免除」について審議致します。関連資料並び
に、細則第６条第3節の改正、第１１条の第２節追記

並びに第１６条の改正について入江幹事より説明願
います。

（入江幹事）

例会細則改正④-1ですが、細則第６条第3節の
会費納入に関し、特別な事情が生じた場合にはの

所を改正案では、①として標準ＲＣ第9条出席第3
節（ｂ）の出席規定免除会員で高度障害・認知度
低下等特別な事情により出席困難な場合、②とし

て長期療養等により物理的に例会に出席出来な
い会員で長期休会の申し出がある場合に限りを追
記する旨の改正案です。４月4日会長の時間でご

説明いたしましたが会員の高齢化等に伴い会費
の一部免除を可能にすることを目的とします。詳
細は例会資料④記載の通りであります。

つづきまして、例会細則改正⑤ですが、細則第１１

条の出席義務規定の免除について、標準ＲＣ定款
第9条出席第3節（ｂ）の通り、年齢６５歳以上の会
員で、Ｒ歴と年齢が85歳以上の場合には書面の

申し出で理事会の承認により出席義務規定の免
除とできる旨の規定を第2節として追加する旨の改

正案でございます。
また、第16条細則の改正方法についてですが、

原案では改正案の予告を10日前までに郵送で会

員に通知することになっていますがこれを郵送を
省き、通知するに変更する旨の改正案でございま
す。

例会細則改正④－2については先ほど説明した
例会細則改正⑤で第11条の改正を行ったことに
伴い、第6条第3節の①を大和中ＲＣ細則第11条第

2節に変更する旨の改正案でございます。以上宜
しくご審議のほどお願い申し上げます。
（採決）

出席会員全員の賛成をもって、本細則および関
連細則は承認されました。
（横澤会長）

続きまして、次年度より提案のありました細則第
９条 委員会の名称変更について、入江幹事より説

明願います。
（入江幹事）

例会細則改正④－1に戻り、第9条の委員会に

ついては、次年度地区の委員会構成に合わせ、ク
ラブ管理運営委員会を管理運営委員会に、クラブ
広報委員会を公共イメージ委員会に名称を変更

する旨の改正案でございます。尚、改正にあたって
は次年度の岸会長エレクト・中島次年度幹事から
ご提案いただいております。

以上宜しくご審議のほどお願い申し上げます。
（採決）

出席会員全員の賛成をもって、本細則は承認さ

れました。
（横澤会長）

以上で細則、内規の改定の審議はすべてご承
認いただきました。続きまして、４月１１日の会長の時
間でお話しました「ロータリー希望の風奨学金」に

ついて討論をお願います。この奨学金の経過につ
きましては、会報をお目通し頂ければと思います。
かいつまんで御説明しますと、２０１１年３月１１日に東

日本大震災が勃発し、時のガバナー会が窓口とな
り義捐金の募金を行い、約１０億円の義捐金が集ま
りました。我がクラブも会員の寄付と奉仕会計から

の拠出で合計１００万円を地区に送金しました。
時のガバナー会は、「被災遺児への教育環境支

援」プログラム、後の「ロータリー希望の風奨学金」

を概ね好意的に了承し、義捐金を出した３０地区中
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２８地区のガバナーの賛同を得て、いざ実践という
段階で新年度を迎えました。ところが新ガバナー会
は、このプログラムの実施に消極的で、結局１０地

区賛同のプログラムとなりました。非賛同地区に義
捐金は返金され、原資は３億円となり、奨学金の対

象も当初企画していた高校生を除外し、大学生、
短大生、専門学生に絞られました。

後藤ガバナーは、３月１４日に卓話を拝聴した川野

ガバナー（２５９０地区）と同様に、このプログラムに
大いに賛同したガバナーの一人でしたが、新年度
の森ガバナーの意向は異なり、返金された我が地

区の義捐金約４千万円は日本財団に寄付されまし
た。

後藤さんがガバナーの時に、地区内の会員から

頂戴した義捐金は、結果として、後藤さんの意にそ
ぐわない形での支援となりました。御本人の内心
忸怩たる思いを推察するにつけ、少なくともクラブ

で「ロータリー希望の風奨学金」に対して何らかの
支援が出来ないものかと理事会で協議しました。
震災から３回忌に当たる本年が、３５周年の節目

の年でもありますので、３５周年記念事業として、周
年記念積立金から３５万円を拠出して支援しようと

いうことになりました。ただし、会員の皆様のご賛
同が得られればという条件付きでございます。ご
賛同が得られれば、５月９日の創立記念家族例会

の時に、後藤さんを通じて「ロータリー東日本大震
災青少年支援連絡協議会 希望の風奨学金」に
寄付を致したいと思います。

皆様の忌憚のない御意見をお願いします。
（採決）

出席会員全員の同意を頂き、提案の通り「ロー

タリー希望の風奨学金」に寄付を致すことになりま
した。
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小澤 操 様（横浜瀬谷RC）
お世話になります。

横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
横浜瀬谷RC、小澤操様、ようこそいらっしゃいまし

た。池澤利男君、入会おめでとうございます。本日は、
クラブフォーラム「リノベーション35の取り組みについて」
て゜す。どうぞ最後まで宜しくお願い致します。
古郡 清 君
池澤君、ようこそ大和中RCに…。楽しいクラブです

ので、すぐに慣れますので頑張って下さい。
梅田 秀雄 君、岸 幸博 君
池澤君、入会おめでとうございます。ロータリークラ

ブは卒業がありませんから、のんびりと楽しんで下さ
い。
北島 照介 君
池澤新会員、ようこそいらっしゃいました。これから

宜しくお願い致します。特に夜の社会奉仕を？
北砂 明彦 君、野口 宏 君
池澤君、入会おめでとうございます。新たなステー

ジで活躍して下さい。永いお付き合いが始まりますが、
宜しくお願い致します。
橋本 吉宣 君
池澤君、待ってたよ～！

橋本 日吉 君
①池澤利男君、ようこそ我がクラブ大和中へ、ご入会
おめでとうございます。ロータリーを大いに楽しみま
しょう。

②6？回目の誕生日を祝って頂き、ありがとうござい
ました。先日、100年カレンダーを手に入れまして、
目標８０才を上方修正して目標１００才に落とし込み
ました。皆様後期高齢者になりましたら、魔法の杖
をお貸しください！！

石川 健次 君
①池澤さん、入会おめでとうございます。お友達も沢
山入会されていますので、今日からロータリーを楽し
んで下さい。。

②先週の東慶州RCの合同例会・歓迎会は大変盛り
上がりましたね。会長・幹事、親睦活動委員会他、
会員の皆様遅くまでお疲れ様でした。特に姉妹ク
ラブ担当の皆様は３日間お世話をされたそうで本
当にご苦労様でした。

横澤 創 君
職業奉仕のブリヂストン小平工場見学、姉妹クラブ友

好の締結３０周年記念例会、多くの会員の皆様、あり
がとうございました。本日は、結婚記念日を祝って頂
きありがとうございます。

飯田 豊太 君
家内がタイヤの勉強をさせて頂き、ありがとうござ

いました。
上田 利久 君
先日の東慶州RCとの合同例会、盛会裏の中で友

好を深められたことおめでとうございました。私こと、
特に夜間はつまずきやすいので、失礼いたしました。
ご寛容下さい。
姉妹クラブ友好委員会 橋本 日吉 君、鈴木 洋子
君、富澤 克司 君
姉妹締結30周年記念東慶州RCとの合同例会、沢

山の御参加、そして皆様方のご協力で、成功裏に終
える事が出来ました。東慶州RCの皆様も大変喜ばれ
て、帰国の途につきました。これから35年、40年へと
更に姉妹クラブ友好の歴史が刻まれる事を確信しま
す。ありがとうございました。
中島 康次郎 君
①橋本 日吉姉妹クラブ友好委員長、富澤さん、３日
間＋地区協議会の４日間、本当にご苦労様でした。
当日のお写真をお持ちしました。あまり、写せませ
んでしたので次回は！！

②奥様の誕生日でした。
藤田 重成 君
93回目の誕生日を迎える得たと言う事は、自らも

めでたい事と思いますと同時に、今少し生きたい。人
間の欲は死ぬ日まで続くのですかね。
石川 達男 君
誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございます。

入会１年目が過ぎて、ようやく慣れてきた様な気がし
ます。これからも宜しくお願い致します。
阿萬 正巳 君
入会記念のお祝いありがとうございます。

辻 彰彦 君
結婚記念のお祝いを頂き、ありがとうございます。

あっという間に銀婚式です（笑）。
長谷川 清 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。35回

目になります。
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