
【ロータリー財団】

横澤 創 会員、山崎 賢二 会員

マルチプルポールハリスフェロー

①年会費￥137000のご入金を宜しくお願いします。

②会員候補について、御異議のある会員は文書を

もって7日以内に幹事まで宜しくお願いします。

③I Mの出欠確認のボードを回させて頂きます。

④次週16日は翌日17日(金)4クラブ合同例会、賀

詞交歓会のため振替休会です。

⑤本日例会終了後、役員理事会が開催されます。

パストガバナー 後藤 定毅 様

過日地区指名委員会から2

016年規程審議会地区代表

議員に選出されました。規程

審議会は、ロータリーの唯一の

立法機関で、組織の規則を決

める機関です。RI会長、RI理事会を超えるもので、2

013年には我が地区からは山地PGが出席されてい

ます。

近年ロータリーの本質が変わって来たと言われま

すが、おかしいなと思ったり、こうしていくべきだと

いう時にはクラブから意見を提案し、規程審議会で

審議決定する仕組みですから、ドンドン変化するこ

とになりますので、クラブ、ロータリアンは大いに関

心を持つ必要があります。我がクラブでもロータリー

情報委員会やクラブ研修リーダーを中心にして会

員の意見を出し合いとりまとめをしてくださるように

お願いいたします。またクラブからの提案は、次年

度の地区大会で地区で5件に整理されてRIに届け

ることになっています。

IM実行委員会 橋本 日吉 大会幹事

①本日予定だった第2回IMリー

ダー・サブリーダー会議が、1/

22(水)18:30北京飯店に変更

になっていますので正副執行

部の方々お間違いのないよ
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【 本日のプログラム 】 1月17日 「4クラブ合同例会 賀詞交歓会」 場所 ホテルセンチュリー相模大野
【 次回予告 】 1月23日 卓話 「R理解推進月間にあたり」 地区研修副委員長 萬田 信行 様

【 第1698例会 】 平成26年1月9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

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

42名 33名 86.84% 94.74% 8名 原嶋、神作、北島、小栁、鈴木

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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うよろしくお願いします。

②1/22(木)例会終了後、例会場にて1/30(木)例

会[IMクラブフォーラム]の進行に関して、確認打

ち合わせを行ないますので拡大実行委員会の

メンバーは出席をお願いいたします。

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 委員

会員誕生日 竹内 彰 君 1月9日

梅田 秀雄 君 1月19日

長野 俊八 君 1月21日

北島 照介 君 1月21日

配偶者誕生日 橋本 絵里奈 夫人 1月11日

小栁 恵美子 夫人 1月12日

長谷川 真起子 夫人 1月20日

結婚記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

創業記念日 古木 勝治 君 1月16日

伊藤 英夫 君 1月17日

入会記念日 富澤 克司 君 1月12日

「年頭にあたり」 岸 幸博 会長

皆様、明けましておめでとうございます。

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。1月7日の

大和市賀詞交歓会には、

社会福祉協議会会長の髙

橋政勝会員をはじめ、多く

の会員がみえていました。

地域や会社で、会員一人

一人がキラリと光り集まれ

ば、ロータリーも大きな光となります。明るい所に人

は寄ってきます。磁石の様な光で新たな人や若い

人を仲間にしましょう。ぜひ紹介をお願いします。

例会では、大和市長はじめ、大和市の各団体代

表の方に講演をお願いしました。高橋輝久自治連

会長の親しみやすいベランメ調の話し方で、自治

会加入率が70％位で段々加入率が悪くなってき

くている、以前は自治会に入会してないと生活に

不便でしたが、今では支障がありません。しかし、大

きな震災を受けて、今こそ地域の絆が大切と気が

付き、楽しく生活して行くには家族はもちろん、隣

ご近所が大切です。

大和西高校教頭、高橋伸一氏による西高校の

国際交流に対する取り組みや、学校も会社や商店

と同じ生き残る為には大変だと思いました。

大和駅東側第4地区市街地再開発組合理事長、

蒲生文衛氏には再開発による、市民ホール建設の

説明をして頂き、1日も早く出来ればと思います。

大和市観光イベント協会事務局長、星野俊江氏

は駅前プロムナードに花壇を、ムービーコンテスト、

テレビや映画のロケ地として大和を売り込んでい

ます。女性ならではのきめ細やかさにはいつも感

心させられます。

親睦委員会の皆様には、スカイツリー見学と、雨

が降って残念でしたが、先日のうかい亭でのクリス

マス家族会には54名と多くの会員、ご家族の方に

楽しんで頂きました。フラメンコは汗が印象的で、

素晴らしい企画ありがとうございます。

職業奉仕委員会では、昨年度に続き3分間スピー

チ、創業記念日には1分間スピーチと多くの会員

に前に出て話をして頂きました。

奉仕プロジェクト委員会では、「松風園」の皆様

との地引き網を計画しておりましたが、強風のため
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中止となり、大和自動車学校をお借りしての事業

となりましたが、自動車学校の職員の皆様の協力

により、園児やご家族の方も喜んでおられました。

3クラブ合同での、交通安全教室、これも大和自動

車学校を借りての事業で、今年も多くの団体の協

力で盛大に行われました。風があり寒い日でしたが、

白バイ隊員のお姉さんは印象的でした。自動車学

校の職員の皆様ありがとうございました。

8月の初めにガバナー公式訪問があり、同じ様

なクラブ協議会を3回も続けるのかと、皆さんのご

協力で何とか半年が過ぎ、ありがとうございました。

後半が始まります。後半の大きな行事はIMです。

2月9日には高橋 清実行委員長、橋本 日吉大会

幹事のもと、中ロータリー会員1つになって成功さ

せましょう。

今年も宜しくお願いします。ありがとうございま

した。
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岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

新年明けましておめでとうございます。今後とも皆

様、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

青柳 文四郎 君、髙橋 政勝 君、郡司 守 君

新年明けましておめでとうございます。本年も宜し

くお願い致します。

上田 利久 君、梅田 秀雄 君、石川 健次 君、

横澤 創 君、入江 公敏 君、番 桂柳 君

明けましておめでとうございます。今年度後半に向

けロータリーを楽しみましょう。

高橋 清 君、橋本 日吉 君

いよいよIMもあと残すところ1ヵ月と迫ってきました。

皆様、大和中RCホストとして、「感動と未来へ向けての

発進を！」していきたいと思いますので、ラストスパート宜

しくお願いします。

後藤 定毅 君

新年おめでとうございます。岸会長、中島幹事、あ

と半年ご指導をお願い致します。皆様にとって良い一

年であります様にお祈りいたします。

松崎 正実 君

今年も健康で、良い年になります様、願っております。

藤田 方巳 君

新しい年を迎えて、本年も宜しくお願い申し上げま

す。

古郡 清 君、山崎 賢二 君

明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

願い致します。

姉妹クラブ友好委員会 富澤克司君、長谷川清君

本年も宜しくお願いします。

プログラム委員会

明けましておめでとうございます。後半も皆様のご

協力、宜しくお願い致します。

竹内 彰 君

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお

願い致します。本日は、誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。業務多忙ではありますが、今年は出席率を

上げるよう頑張ります。

梅田 秀雄 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。この1

9日に70歳、古希を迎えます。随分年をとったなー。

長野 俊八 君

明けましておめでとうございます。誕生日のお祝い

ありがとうございます。最近は反応が悪くなりました

ので、ご指導宜しくお願い致します。

長谷川 清 君

①明けましておめでとうございます。ところで、元旦の

テレビはご覧頂きましたでせぅか？

②家内の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

橋本 吉宣 君

明けましておめでとうございます。妻の誕生日を祝っ

て頂き、ありがとうございます。本年も宜しくお願い致

します。

伊藤 英夫 君

結婚記念日、創業記念日ダブルのお祝い、ありがと

うございます。昨今デートは病院で健康管理に奔走し

ている所です。もう少し頑張りますので、宜しく。仕事

の方は息子夫婦に任しております。

梅野 房子 君

結婚記念ありがとうございます。55年になります。2

人とも元気に過ごしております。

富澤 克司 君

入会してもう2年になります。早いものです。これか

らも宜しくお願いします。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \30,000 累計 \585,000
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ロータリー情報/クラブ研修委員 後藤 定毅

新しい年が明けました。今年が会員皆様にとって良い一年でありますように祈りた
いと思います。ご案内のように2013～14年度のRIテーマは、「ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を」です。そして我がクラブの会長ターゲットは、「キラリと光
るロータリー」です。二つともロータリーを実践することの大切さを訴えているよう
に思えます。
昨年11月のある会合で我がクラブの藤田方巳会員と話す機会があり、氏のご商売の

名刺をもらった際に裏を見てびっくりしました。そして感激してしまいました。内容
は藤田さんが仕事をしていくために「職人」の心構えについて書いているのですが、
その中身はまさにロータリー、ロータリアンについても言えることではないかと思い、
気持ちを新たにしているこの時期に、会報の紙面を借りて披歴させて戴きます。【職
人】を【ロータリアン】に置き換えてみます。

✦職人（ロータリアン）とは 善良な市民にして 日頃から知識・技術に研鑽を積み
常に向上心を持つ者を言う

✦職人（ロータリアン）とは 仲間を大切にし 良い仕事を行い 人を幸せにする者を
言う

職人（ロータリアン）は 仕事が早い
職人（ロータリアン）は 整理整頓がうまい
職人（ロータリアン）は 安全を優先する
職人（ロータリアン）は 嘘をつかない
職人（ロータリアン）は 仕事に責任を持っている
職人（ロータリアン）は 仕事に誇りを持っている
職人（ロータリアン）は 先輩を立てる
職人（ロータリアン）は 後輩の面倒見が良い
職人（ロータリアン）は 家族を大切にする
職人（ロータリアン）は みんなから尊敬されている

✦縁があり 仲間になった者同士 助け合って仕事（ロータリー）を楽しもう！

ロータリーの基本の一つは、一業種一人制にあります。そして何よりも職業奉仕を
大切にしています。偶然に藤田会員と知り合い、そして自分の仕事、職業、社員を大
切にされているこの言葉に、ロータリーの目的、職業奉仕の理念を実にシンプルに分
かりやすく言い当てていることに大変共感を覚えましたし、その昔ロータリーの創立
者のポールハリスは、荒れたシカゴの街で心からの友達になるために、助け合うため
にはということで、お互いの仕事が違う一業一人制を考えたわけですが、結果として
お互いが親友であり仕事が違うということは、お互いが信頼信用のおける仕事をしな
ければなりません。無縁社会、無責任社会と言われる昨今、このロータリー創立者の
精神を、市井の片隅で人知れず実践している、こういう仲間が我がクラブの会員にい
ることを、改めて大変誇りに思いました。


