
本日から会長という重責を務めさせて頂きます

岸幸博です。宜しくお願い申し上げます。

今年度の役員、理事をご紹介いたします。

【役員】

会長 岸 幸博

副会長 伊藤 英夫

会長エレクト 山崎 賢二

幹事 中島 康次郎

会計 古郡 清

会場監督 入江 公敏

直前会長 横澤 創

【理事】

会員増強、維持 舘盛 道明

奉仕プロジェクト 橋本 日吉

ロータリー財団 原嶋 賢一郎

公共イメージ 辻 彰彦

副幹事 小栁 智裕

以上12名です。ご協力宜しくお願いします。

本日例会終了後、第１回クラブ協議会を開催いた

します。

①Ｒ Ｉ 日本事務局財団室より通知が有り回覧。

1月～6月の領収書は7月中旬に届く予定。

Ｒ Ｉ レート 6月は１＄＝100円、7月は１＄＝99円。

②2780地区 インターアクト通信を回覧。

③年会費、スマイル、周年積立金の半期分137,000

円の納入をお願いします。

④7/11、直前会長・幹事のご苦労様会（大和銀座

通り嶋忠18：30 参加費6,000円）有り出欠表回

覧。

臨時理事・役員会報告

①入会金、年会費等現行維持の承認。

②一般会計、奉仕会計、周年基金積立金会計予

算は一部次週修正を提示し承認。

③委員会構成表の承認。

④青少年育成基金の承認。

⑥7月、8月のプログラムの承認。

⑦神奈川大和阿波おどり賛助の承認。

⑧タウンニュース暑中お見舞い掲載の承認。

⑨ノルディックウォーキング同好会（上田利久会長）

発足の承認。別途発起人資料配布（舘盛道明

強化顧問より説明）。
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【 本日のプログラム 】 7月11日 クラブフォーラム 「青少年基金について」 会長・幹事
【 次回予告 】 7月18日 クラブフォーラム 「クラブ管理運営について」 管理運営委員会

【 第1673例会 】 平成25年7月4日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ゲスト】 第６Gガバナー補佐 佐々木 和夫 様 【ビジター】 見上 周太 様（綾瀬RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

42名 36名 90.00% 87.80% 5名 引田、中西、竹内、梅野

会長の時間 岸 幸博 会長 幹事報告 中島 康次郎 幹事

1678号



お祝いの方々

親睦活動委員会 石川 健次 委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日

創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方巳 君 7月1日

入会記念日 野口 宏 君 7月5日

北砂 明彦 君 7月7日

後藤 定毅 君 7月10日

「就任あたり」

岸 幸博 会長

こんにちは。本日から

新しい年度が始まります。

2013～14年度の会長を

させて頂きます岸 幸博で

す。

1年半前に話があった

時から、困ったな、出来る

のかなと、不安でいっぱいでしたが中島幹事と共

に準備をして来ました。まだまだ時間がたくさんあ

ると思っていましたが、今日が来てみるとあっいう

間でした。少しずつプレッシャーを受けながら今が

緊張のピークです。ぜひ皆様の温かいご理解とご

協力をお願いします。

今年度のロ・D・バートンRI会長は、「ロータリーを

実践し、みんなに豊かな人生を」をテーマにしました。

2013年からスタートする「未来の夢計画」は、行動

する奉仕の絶好の機会となり公共イメージの向上

につながると言っています。

相澤光春ガバナーは、クラブに活力がなければ

クラブの活性化は勿論、地区、RIの活性化にはな

らない、地区においては楽しく、ロータリアンで良かっ

たと思える運営を、また奉仕の実践、公共イメージ

と認知度の向上を目指したいと言っていましたが、

ここの所は勘違いしているのか？しかしながら、各

クラブに認知度が向上する奉仕活動そして広報と

いうことだと思います。地区のクラブ奉仕委員会

では「クラブ棚卸表」を作成して自分のクラブの良

いところ、劣っているところを見つけて活性化につ

なげて欲しい。

我がクラブも創立から35年が過ぎ、今年度は36

年目です。長く続いていると、構造疲労を起こして

大企業病になります。この病には3つの話がありま

す。

１つ目はノミの天井の話です。体長わずか数ミリ

のノミは、その何十倍もの高さを跳ぶことが出来

ます。ビーカーにのみを入れておいても、ほとんどの

ノミがそれを跳び越え外に出てしまいます。ところ

がガラス板でビーカーに蓋をしておくと、ノミは何

度もガラス板にぶつかって落ちてきます。これをし

ばらく続けると、ノミは天井の位置以上は跳ばな

くなってしまい、ガラス板を外しても、ビーカーの外

には跳び出して行かなくなってしまいます。

２つ目はゆでガエルの話です。生きたカエルを熱

いお湯の入った器に入れると、カエルはびっくりし

て跳び出してきます。でも、水にカエルを入れてから

ゆっくり熱くしていくと、そのままお湯と一緒に湯だっ

て死んでしまうと言う話です。

３つ目は落とした鍵の話です。ある夜、家に帰る

途中の男性が、街灯の下で四つん這いになってい

る男に出くわしました。「何か探し物ですか？」と尋

ねると、「家の鍵を探しています」という返事があり、

一緒に探しましょうと２人で探しますがなかなか見

つかりません。「落とした正確な場所はわかりますか？」

と尋ねると、後ろの暗い道を指し「向こうです」と一
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言あり、一緒に探していた男性が信じられない思い

で「ではなぜこんな所を探しているのですか？」と聞

くと、その男はこう答えました。「だってここの方が

明るいじゃありませんか」

この３つの病が語っているのは、ノミの天井の

話が示唆しているのは「自らの限界を設ける病気」

です。チャレンジして失敗したら諦めて二度と挑戦

せず、批判や愚痴をこぼすだけで自ら限界を作り

諦めてしまうことです。

湯でガエルの話は、「変化に鈍くなる病気」です。

重大な変化が周りで徐々に起きているにもかかわ

らず、それに気づかず、あるには気づかないフリをし

ていると、取り返しのつかない結果を招くことにな

ります。

落とした鍵の話は、「リスクを取らなくなる病気」

です。見える範囲でしかリスクを負わず、組織が求

める想定内の結果を出すことにこだわり、答えは

想定外の展開の中にあるということです。

クラブも5年前には、CLPを導入し、組織を簡素

化しました。前年度には多くの内規、細則を改正し、

青少年育成基金も運用できるようになり、会計予

算も分かりやすく使いやすくなりました。少しずつ

ですが、変わってきています。CLPつまり組織の見

直しは常に行わなければなりません。今まで築き上

げてきた伝統を大切にしながら、親睦と奉仕の実

践を進めていきたいと思います。

今年度のプログラムは、地元大和をテーマに、大

和市長をはじめ、自治連、消防署、教育委員会、観

光イベント協会、国際化協会、第４街区協同組合ま

たNPOに講演をして頂きます。

奉仕プロジェクトは、昨年行った知的障害者支

援事業の「松風園」の皆様との地引網、3クラブ合

同での交通安全教室、継続事業として新たに運営

委員会を発足しての青少年育成基金の運用実施、

4クラブでは賀詞交歓会を今年度も行います。

姉妹クラブ友好委員会では、先週東慶州RC離

就任式に17名の訪問団の一員として出席して参り

ました。李相敦新会長誕生への盛大な式典でした。

新会長にとっては最初の事業で、最大の事業では

ないかと思いました。11月の初旬には30～40名に

て、大和に来訪され合同例会をと言ってましたので

ご協力をお願い致します。

また、IMを今年度担当します。高橋 清実行委員

長、宜しくお願い致します。

今年度は、「キラリと光る ロータリー」をテーマに

させて頂きました。目線を低くして地にしっかり足の

着いた（それでなくとも、今年度の会長、幹事は地

面に近いです）小さな光を見つけられればと思って

います。小さな光でも続けることにより、大きな輪に

なり光になっていきます。ロータリーで、地域で、仕

事で光れば多くの人が集まり、会員増強にもつな

がります。会員皆で力を合わせ発揮し、輝けるよう

頑張りましょう。中島 康次郎幹事と一緒に一年間

頑張っていきたいと思いますので、皆様のご協力

宜しくお願いします。ご清聴ありがとうございまし

た。

「就任にあたり」

中島 康次郎 幹事

皆様こんにちは。

ご存知の通り岸幸博

会長は、神奈川大和阿

波おどり振興協会の現

会長で、私は現役員で

すが、これまでのべ7年

間実行委員長のお手伝いをさせて頂いております。

いつも各委員会や打合せに同席させて頂いていま

すので、あまり緊張している姿を見た事が有りませ

んでしたが、先ほど点鐘を握ったマイクでされてお

りました。その妙な響きで中島は少しリラックスでき

ました。

さて、毎年クラブのＲＣ年度の始まりに出航とか

船出に例えられますが、私自身としてキチンと港か

ら出航できず、何故か気が付いたら砂地からでも

がくばかりで中々海辺に浮かべる事が出来ません

でした。しかし会員の皆様の差し伸べて頂いたコロ

や力強い後押しで何とか漕ぎ出す事が出来ます。

今後とも御指導宜しくお願いします。

例会終了後、第１回クラブ協議会を開催

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい

http://sdrv.ms/13vsk2l
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佐々木 和夫 様（大和RC）
年度始めのご挨拶に参りました。本年一年間

宜しくお願い致します。
見上 周太 様（綾瀬RC）
本日はお世話になります。

岸 幸博 会長・中島 康次郎 幹事
佐々木和夫ガバナー補佐様、本日は宜しくお

願い致します。いよいよです。今後ともご指導宜
しくお願い致します。会員の皆様、温かく見守っ
て下さい。そのうち光ます。
横澤 創 君、入江 公敏 君
岸会長、中島幹事、新しい年度がいよいよ幕を

開けました。体に気をつけて一年間頑張って下さ
い。
後藤 定毅 君
①佐々木AG、第一例会からようこそクラブに来
てくださいました。一年間のご指導を宜しくお
願い致します。

②岸会長、中島幹事の新スタート。阿波踊りのよ
うに元気な一年、期待しています。ご就任改め
ておめでとうございます。

伊藤 英夫 君
岸・中島丸が出港しました。会員の皆様には宜

しくご協力の程お願い申し上げます。
藤塚 勝明 君
岸会長、中島幹事の出発に心よりエールを贈

ります。体調を充分に管理され、クラブ運営にご
尽力を頂けます様お願い致します。
古郡 清 君
岸会長、中島幹事の晴れの門出を祝って…。

高橋 清 君
岸・中島丸、いよいよスタートです。目的達成の

ため、全力投球、ゴールを目指して無事の航海を
祈ります。
石川 健次 君
岸会長、中島幹事、本日から一年間ご指導下

さい。宜しくお願い致します。佐々木AG、早速の
クラブ訪問ありがとうございます。
舘盛 道明 君
岸会長、中島幹事、ご指導宜しくお願い致しま

す。
長谷川 清 君
①岸会長、中島幹事、一年間ご指導を宜しくお
願い申し上げます。

②横澤前会長、入江前幹事、社会復帰おめでと
うございました。

③先月、東慶州へご一緒した皆様、お疲れ様で
した。来年も宜しくお願い致します。

④前回予告した6/30の演奏会ですが、私はたい
して特記するような功績もなかったのですが、
家内が大変上手にできたそうなので、まぁ良
かったです。次回は7/15（祝）に本命の演奏会

が東京/四ツ谷の紀尾井ホールで開催されま
す。上手くいくといいなぁ…。

石川 達男 君、阿萬 正巳 君
岸会長、中島幹事、一年間宜しくお願い致しま

す。
上田 利久 君、青柳 文四郎 君、
髙橋 政勝 君
岸会長、中島幹事丸の出発をお祝いしてスマ

イル致します。
郡司 守 君、梅田 秀雄 君、神作 彰 君、
北島 照介 君、橋本 吉宣 君、池澤 利男君
岸会長、中島幹事、ご就任おめでとうござい

ます。一年間宜しくお願い致します。
原嶋 賢一郎 君
①岸会長、中島幹事、一年間頑張って下さい。船
は新しく漕ぎ手は強し、嵐、荒波なく、その無
事を祈るぞロータリー航路。

②横澤会長、入江幹事、お疲れ様でした。
③お誕生日のお祝いありがとうございます。当
年63才になりました。

藤田 方巳 君
①岸新会長、本年度は頑張って下さい。私に出
来る事があれば協力致します。

②創業記念のお祝いアリガトウございます。今の
ところは会社をつぶしていません！！

北砂 明彦 君
丸２年が経ちます。これからも宜しくお願い申

し上げます。
野口 宏 君
早いもので一年経ちました。これからも宜しく

お願い致します。
出席委員会 松崎 正実 君
岸会長、中島幹事、ご就任おめでとうござい

ます。皆が例会出席を楽しみにするような1年間
にして頂き、出席率の向上につながることを出席
委員会としても、大いに期待しております。
2012～13年度姉妹友好クラブ委員会
橋本 日吉 君、鈴木 洋子 君、富澤 克司君
無事、東慶州RC離就任式をすませる事が出来

ました。皆様のご協力ありがとうございました。
奉仕プロジェクト委員会、職業奉仕、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、北島 照介 君
岸年度がスタートいたしました。「きらりと光る

ロータリー」を目指して、一年間力を合わせて盛り
上げて行きたいと思います。皆さん宜しくお願い
致します。
スマイルボックス委員会
岸、中島年度の華麗なるスタートをお祝い致し

ますと共に、皆様には明るく元気で楽しいスマイ
ルをたくさんお願い致します。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \54,000 累計 \54,000


