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【 本日のプログラム 】 5月16日 卓話 「数を楽しむ」 柏木学園長 柏木 照明 様
【 次回予告 】 5月23日 第６回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 会長エレクト 岸 幸博 君

【 第1666例会 】 平成25年5月9日（木） 【 司会SAA 】 高橋 清 君 【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 北砂 明彦 君、上田 利久 君 【 場所 】 横浜うかい亭

修正

43名 35名 85.71% 86.49% 6名 原嶋、神作、北島、中西、竹内、梅野

1671号

ゲストのご紹介

藤塚 昭子 様
古郡 京子 様
後藤 久子 様
郡司 禎子 様
橋本 誠子 様
橋本 絵里奈 様
飯田 登美子 様
石川 早百合 様
伊藤 克枝 様
松崎 祐子 様
長野 富美子 様
富澤 志津子 様
上田 郁代 様
梅田 安代 様

ハッピー☆マッキーSAXカルテット

河西 麻希 様、木藤良 朝子 様

北嶋 恭子 様、石岡 公恵 様



開会に先立ちまして、創立３０周年から本日の３５

周年の５年間に御逝去されました会員に黙祷を捧

げ、謹んでご冥福をお祈り致します。

茂木諄三様 平成２１年４月３０日 御逝去

北砂富三様 平成２３年３月25日 御逝去

本日は、大和中ＲＣ創立３５周年記念家族例会に

かくも多くの会員、家族の皆様がお越しいただき、

誠に有難うございます。梅田委員長を初め親睦委

員会の皆様が、真面目な中にも楽しい企画を盛り

だくさん準備していただきました。短い時間ではご

ざいますが、皆様と共にお祝いをしたいと思います。

さて、４月２５日のクラブフォーラムで、会員の皆

様からご賛同を頂きました「ロータリー希望の風奨

学金」への支援を行います。この奨学金は、今から

二年前の後藤ガバナー年度に「ガバナー会」有志

によって制定されたものですが、ロータリーが東日

本大震災で親を亡くした震災遺児に対して、大学、

短大、専門学校に入学から卒業までの間、月額５

万円を返還することなく、奨学金として支給するも

のです。当クラブが創立３５

周年の節目を迎えた本年、

記念事業として行うことに

なりました。それでは、当時

の後藤定毅ガバナーを通じ

て「ロータリー希望の風奨学

金」に御寄附致します。

目録贈呈

感謝状伝達授与 後藤定毅パストガバナー
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大和中RCの沿革

1.創立総会 昭和53年5月9日

於 大和市商工会館

1.RI承認 昭和53年6月23日

1.認証状伝達式 昭和54年4月22日

於 米軍厚木航空施設

1.ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ 大和ロータリークラブ

1.特別代表 星 幸男 氏

1.ガバナー 細谷 実 氏

1.創立会員 23名

バナーの由来

野菊（嫁菜）の花は日本人の心の伝統とでも申しま

しょうか、日本人にそなわった静かな美麗さと厳しさ

を表しているともいえる美しい花でございます。

万葉集にも、柿本人麻呂の歌に「妻もあらば摘みて

食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや」

と詠まれておりますように、春にはつみ草として野菊

（嫁菜）の若菜は、食用としてもその美味は古くから

知られております。私達のクラブが将来益々発展し

て行くうちにも、会員の心には秋の空に匂う菊の如

き清潔な美しさのなかに、野生の根強さを持ち続け

たいものとして、大和市の市花「野菊」を図案化し象

徴としました。
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右:恒例のビンゴゲーム

左:4人の美女による

サックス4重奏
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横澤 創 会長・入江 公敏 幹事

本日は晴れの創立35周年記念移動家族例会

です。SAA、親睦委員会の皆さん、設営ご苦労

様です。沢山のご家族、会員の参加を頂き、素

晴らしい記念に残る例会となることを期待いたし

ます。

松崎 祐子 様、藤塚 昭子 様、

飯田 登美子 様、梅田 安代 様、

橋本 絵里奈 様、長野 富美子 様、

伊藤 克枝 様、古郡 京子 様

35周年おめでとうございます。久しぶりにドレ

スアップ？して、御馳走を頂きに来ました。宜しく

お願い致します。

富澤 志津子 様

本日は30周年記念例会おめでとうございま

す。

後藤 定毅 君、後藤 久子 様

創立35周年おめでとうございます。先輩とそ

れに続く人達のお蔭でこの日を迎えられること

を喜んでいます。40年までは頑張れるでしょうか。

上田 利久 君、上田 郁代 様

創立35周年記念例会に家族同伴で出席でき

ます事、セピア色の想い出の中で感謝しておりま

す。

伊藤 英夫 君、伊藤 克枝 様

創立35周年記念家族例会、誠におめでとう

ございます。心からお祝いを申し上げます。益々

の御発展、御盛会をお祈り申し上げます。

藤田 重成 君

爽やかな5月、創立記念、こえおどります。

松崎 正実 君

35周年記念例会の盛会を祝して！

古郡 清 君

35周年おめでとうございます。今宵は美味し

いお酒と料理を楽しませて頂きます。

石川 健次 君

創立35周年記念例会おめでとうございます。

妻がスカートをはいているのを見ることは何年ぶ

りでしょうか？

藤塚 勝明 君

クラブ創立35周年を迎え、心よりお祝い申し上

げます。在籍も26年を越えて感慨深いものがあ

ります。おめでとうございます。

中島 康次郎 君

送迎バスの中で番会員から馬鹿じゃないと云

われましたが、今回は馬鹿でもの様です。連休中、

全て風邪です。未だダメです。「ゲホ、ゲホ」うつ

さない内、早めに！

辻 彰彦 君

創立35周年おめでとうございます。一年一年

の積み重ねなんですね！

髙橋 政勝 君、郡司 守 君

35周年記念例会、盛大に行われました。誠に

おめでとうございます。

青柳 文四郎 君、長野 俊八 君、

番 桂柳 君

本日は大変お世話様です。本日も宜しくお願

いします。35周年をお祝いして。

山崎 賢二 君、舘盛 道明 君、岸 幸博 君、

阿萬 正巳 君

創立35周年記念例会、皆様おめでとうござい

ます。生きると言う事、幸せで楽しい事です。（今

夜は独身グループ）

SAA委員会、髙橋 政勝 君、橋本 日吉 君、

飯田 豊太 君、鈴木 洋子 君

親睦の皆様御苦労様です。SAAもサイドで協

力させて頂きます。創立35周年記念例会誠にお

めでとうございます。

親睦活動委員会、梅田 秀雄 君、

引田 俊一 君、北砂 明彦 君、

長谷川 清 君、橋本 吉宣 君、

石川 達男 君、野口 宏 君、富澤 克司 君、

池澤 利男 君

本日の家族会には、大勢のご出席を頂きあり

がとうございます。皆様に退屈させないように頑

張ります。

スマイルボックス 番 桂柳 副委員長 本日 \45,000 累計 \842,670


