
先日大和田園RCに表敬訪

問に行って来ました。「ゆうゆう

山歩会」という同好会で、今月

鳥海山登山へ8名で行くそうで

す。皆さん若く元気で驚きまし

た。昨年度から座間RCも一緒に事業を行いますの

で、お互いに訪問することになりました。

7月16日に第一回会長・幹事会があり、地区の

厚木鮎祭りEnd polio nowキャンペーンに、第6グ

ループも参加協力することになりました。8月3日～

4日の2日間です。花火も打ち上げられますので、

見学に来られる方はぜひRIのブースに立ち寄って

下さい。

本日は「クラブ管理運営について」のフォーラムで

す。相澤ガバナーは、クラブに活力がなければクラ

ブの活性化は勿論、地区、RIの活性化はないと言っ

ています。毎週の例会こそ総べての源です。皆さん

に会い、声を掛け合い、握手をし、ここから始まるの

です。例会で親睦を又卓話を聞き、フォーラムで学

ぶたびに理解することも増えてきます。毎週の例会

は楽しく、有意義なものをと思っています。今年度

は大和をもっと知ろうをテーマにプログラムを作って

頂き、行政関係を多く取り入れましたので、少し固

くなりまた。今日のフォーラムで活発な討論を行って

頂き、クラブ運営に反映したいと思いますので宜し

くお願いします。

先週の「御苦労さん会」には多くの参加ありがと

うございました。

また7月27～28日は阿波おどりがあります。皆様

お出掛けください。

①活動計画書18頁、7/18「クラブ管理運営につい

て」のクラブは不要です。

②7/14、会員増強セミナーに舘盛委員長と出席い

たしました。会員増強は財源の為必要なこと、若

い会員が入る事でクラブの活性化が予想される

こと、各クラブのアイデアの中で舘盛担当理事

から当クラブでは会員増強を目的にした夜間例
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【 本日のプログラム 】 7月25日 第２回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問に備えて」
【 次回予告 】 8月1日 卓話 「大和市自治連の沿革と活動について」 高橋 輝久 様

【 第1675例会 】 平成25年7月18日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ビジター】 仲村 邦弘 様（葉山RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 8名(敬称略)

42名 31名 79.49% 90.00% 5名 藤塚、引田、神作、北島、中西、野口、富澤、梅野

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 中島 康次郎 幹事
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会にターゲットを無料で招待しており効果が出て

いるの発言がありました。

③7/16、会長・幹事会が開催されました。「ロータリー

の目的」の和訳大２項「高潔なもの（と）すること」

を「高潔なもの（に）すること」に変更。クラブの

表彰、ロータリアンの表彰、その他の表彰の規

定について。地区大会が2013年10月26日、27

日に藤沢市民会館大ホールをメインとして開催

される件。その中で四種委員会の登録委員会で

は委員長に後藤定毅ＰＧ、委員に佐々木和夫Ｇ

補佐、岸幸博会長が案で記載されてお りました。

財団補助金申請の期間は12月1日～12月15日

です。クラブ奉仕委員会 2013年規定審議会

採択制定の件 採択制定案 13-22 出席規定の

免除の規定を改定する件 反対表明は8月23日

までです。

④7厚木鮎まつりEnd Polio Nowキャンペーン委員

会が発足、委員会は公共イメージ委員会、Ｒ財

団資金推進委員会です。大和中クラブの担当

は8月3日(土）15:15～18:30 座間クラブと一緒

です。場所は厚木中央公園の13番ブースで、軽

装でＴシャツが配布されます。次回推進委員会

は7月30日です

⑤ガバナー公式訪問について、ＡＧ2週間前クラブ

協議会は次週7月25日(木）、公式訪問は8月8

日（12:30）。ガバナーからの指定議題として「奉

仕の実践、公共 イメージと認知度の向上」につ

いて現在クラブで行われている事、あるいはこれ

から予定の奉仕活動についてクラブ協議会を行

います。

⑥青少年交換学生受入れ順 （本年度）厚木県央

→（次年度）厚木→大和→海老名→厚木中→

大和中→座間→海老名欅→大和田園です。

⑦大和ＲＣ、大和田園ＲＣ、座間ＲＣ、海老名欅ＲＣよ

り活動計画書等をお預かりしました回覧します。

⑧次回の理事役員会はガバナー公式訪問の後ク

ラブ協議会が予定されておりますので前倒しさ

せて頂きます。あらためましてご通知させて 頂き

ます。

臨時理事・役員会報告

①少年育成基金は代表を髙橋政勝会員、委員に

上田利久会員、後藤定毅会員、石川健次会員、

橋本日吉会員（奉仕プロジェクト委員長）で組

織を承認。

②会計ソフトとして「かんたん！会計」（ミロク）の導

入の提案を承認。

③中西会員が脳 梗塞で大和市立病院にて入院

加療中の報告があり、欠席の扱い及びお見舞

いの対応は様子をみて調整する。

④舘盛会員増強担当理事より8月22日の夜間例

会についての提案あり、昨年決定通り今後の会

員増強を目的とした例会紹介者についてはビジ

ター費・会費は徴収しないを確認。

会員増強・会員維持委員会

舘盛 道明 委員長

7月14日地区会員増強セミ

ナーが開催されました。相澤ガ

バナーの増強目標は220人と言

うことでした。大和中8月22日

(木)夜間例会のゲストを宜しく

お願いします。

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 郡司 守 君 7月24日

創業記念日 石川 達男 君 7月20日

入会記念日 高橋 清 君 7月23日

「創業記念日」 石川 達男 君

創業記念日をお祝い頂きありがとうございます。

私の父が昭和37年7月に創業しまして、今年で51
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年目になります。活字を拾って

組版を作り、それを印刷する活

版印刷で仕事を始めました。

当時、職人さんが数名おり、1

0時と3時に休憩があり、お茶

を飲んで10分程休んでおりま

した。子ども心にこんなにゆっ

たりして、会社が成り立っていくのかと不思議に思っ

ておりました。これからも皆様のお役にたてるよう

なサービスを続けて提供できる仕事をして行きたい

と考えております。

「クラブ管理運営について」

管理運営委員会 伊藤 英夫 委員長

会員の皆様のご意見を聞き、

クラブの活性化につなげたいと

思います。管理という上から押し

付けられる様ですが、管理運営

はクラブの根幹をなしてます。

R情報・クラブ研修委員会 横澤 創 委員長

入会年度の浅い会員を中心に、炉辺会合(夜間

ミーティング)を行います。ロータリーの綱領の第1

項「奉仕の機会として知り合いを広めること」とあ

ります。我が委員会は、単なる知り合いから、肝胆

相照らす友情に発展するような、仲間作りを目指

します。ロータリアンは、それがれが企業のリーダー

であり、地域のリーダーであります。そして、それぞれ

が優れた経営観を持ち、職業観を持ち、人生観を

持っています。酒と食事を楽しみながら、議論する

ことで、もっと親しく、もっと近い友人になれるよう

に、運営を致します。

クラブ会報委員会 北砂 明彦 委員長

クラブの例会内容を正確に記録し、過去は勿論、

未来においても役に立つよう、保存して参ります。

現在、紙ベースのクラブ会報と、HP利用した音声

でのデータとして保存しております。

プログラム委員会 梅田 秀雄 委員長

①プログラム作成にあたり、岸会長より、地域に関

連した内容で組んで欲しいと指示がありました。

7月8日はクラブ協議会、クラブフォーラム、そして

ガバナー公式訪問と、固い例会が続きますが、

宜しくお願い致します。年間プログラムとしては、

年明けからは暫定的な部分もあり、まだ空きが

ありますので、外部の方で良い卓話者がおられ

ましたら、ぜひご紹介お願いします。

②イニシエーションスピーチを年3回程行う予定で

すが、今年度新会員の入会がない場合、新しい

会員からの要望で、古い会員のイニシエーション

スピーチを聞き、相手を知る上でも、昔話を聞か

せて欲しいとのことです。今後はお願いする事

があるかも知れませんが、宜しくお願いします。

③先日の韓国訪問の際、東慶州RCから今年11月

頃に来日したいとの要望があり、姉妹クラブ友

好委員会と連携するとともに、プログラムの一

部変更が必要かと思います。

親睦活動委員会 石川 健次 委員長

クラブの会員とご家族の親睦を深めるための

活動をしていきますが、委員会は入会年度の浅い

会員が多いので、早く顔を憶えて頂きます様、活

動を頑張って頂きたいと思います。

家族会は年3回で、9/8(日)が東京スカイツリー

に決定しております。若い方が担当ですので、皆様

是非ご参加して盛り上げてください。

スマイルボックス委員会 山崎 賢二委員長

委員会と致しまして特別なことはできませんが

年間の予定額は是非達成したいと考えております。

幸い、予定額は例年通り１５０万円ですが、ここ数年
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の会員数は漸増しております。新会員の皆様にも

スマイルボックスの趣旨等充分ご理解頂き、ご協

力をお願い致します。

出席委員会 松崎 正実 委員長

クラブ計画書に記載しております様、出席する義

務はロータリアンの証であり、出席する権利はあく

までも個人の問題であると考えます。私は入会当

初から、出席は自分への挑戦であると考えて今ま

でやってきました。個人として、出席率の目標を持っ

て頂き、実行に移して頂ければ思います。その結果

として皆出席を達成し、クラブの規定による表彰に

繋がって欲しいものです。クラブや地区などの行

事に参加することも、積極的にお願いします。個人

の出席率の向上がクラブの出席率の向上にもな

りますので、クラブ員一丸となって務めて頂きます

ようお願いします。こればかりは、お願いするしかあ

りませんので、宜しくお願い致します。

10年皆出席で頂ける記念品は「ダイヤ入りのロー

タリーバッジ」です。会長を終えて頂ける記念品も

「ダイヤ入りロータリーバッジ」です。私は両方を頂

きましたが、感慨深いのは10年皆出席だと思って

おります。

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい

http://sdrv.ms/19gOIxI
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仲村 邦弘 様（葉山RC）

お久しぶりにお世話になります。今月から従来

の綾瀬春日RCから転籍致しました。

岸 幸博 会長・中島 康次郎 幹事

本日は「管理運営について」のクラブフォーラム

です。伊藤 英夫副会長、ご指導宜しくお願いし

ます。

横澤 創 君

直前会長・幹事の「ご苦労さん会」を盛大に開

催して頂きまして、ありがとうございました。皆様

の慰労の言葉を頂き、一年間の疲れが吹っ飛び

ました。

入江 公敏 君

先日は、ご苦労さん会ありがとうございました。

髙橋 政勝 君

今日は急用のため早く帰ります。

山崎 賢二 君

本日の前年度理事会、勘違いの為、欠席とな

りました。懺悔のスマイル致します。ご容赦下さい。

長谷川 清 君

前回予告した「三井物産管弦楽団」の演奏会

ですが、盛況且つ大成功に終わりまして、私自身

の出来も満足のいくものでしたので、熱の冷め

ないうちに喜んでスマイルします。

郡司 守 君

誕生日のお祝いありがとうございます。いよい

よ八十歳です。まだまだ頑張るつもりですが、昨

年から腰痛に悩まされており、歩くのに不充して

います。元の様に歩行できるようリハビリに努め

ます。

石川 達男 君

会社の創業をお祝い頂き、ありがとうございま

す。昭和37年創業、今年で51年目になります。宜

しくお願い申し上げます。

高橋 清 君

入会の記念のお祝いを戴き、ありがとうござ

います。昭和62年の入会時を思いおこして更に

精進してまいります。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \32,000 累計 \106,000


