
昨日の26日に大和商工会議所の総会がありま

した。久しぶりに出席しましたところ、若い人が多く、

今まで常連のように永くいた人たちが見えなくなっ

たと感じました。

ロータリーも新しい会員が増えているそうです。

昨年、小田急線の駅で、乗降客の増加率が1番

は高座渋谷駅だそうです。このように大和市全体

では、人口が増え勢いがありそうですが、大和駅周

辺の商店街ではあまり人が歩いてなく賑わっていま

せん。

25日には大和阿波踊りの総会が行われました。

イベントを行うと多くの人が集まります。人口密度

も全国トップクラスです。近くにお客さんはたくさん

いるのです。ロータリーにも会員予備軍が多くいる

と思われますので、ぜひ皆様のお力で会員を増や

し、勢いをつけましょう。

①4月度のロータリーレートは＄1＝102円です。

②第9回やまと国際交流フェスティバルの報告とお

礼が届いております。

③次週4月3日の夜間例会で18時10分ごろ大和駅

西口交番横にマイクロバスの用意があります。

④4月13日の家族会「オーヴォ」まだ余裕がござい

ます。大勢のご参加をお願いします。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方巳 委員長

会員誕生日 番 桂柳 君 3月31日

阿萬 正巳 君 4月2日

藤塚 勝明 君 4月11日

配偶者誕生日 阿萬 真美子 夫人 3月27日

横澤 たづ子 夫人 4月10日

後藤 久子 夫人 4月11日

結婚記念日 神作 彰 君 3月31日

藤塚 勝明 君 4月2日

上田 利久 君 4月3日

髙橋 政勝 君 4月10日

竹内 彰 君 4月13日

創業記念日 番 桂柳 君 4月1日

藤田 重成 君 4月1日
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【 本日のプログラム 】 4月3日 夜間移動例会 場所 大和甲羅本店 点鐘 18時30分
【 次回予告 】 4月13日 第3回家族移動例会 「オーウォ」鑑賞

【 第1709例会 】 平成26年3月27日（木） 【 司会SAA 】 古郡 清 君 【 斉唱 】 「それでこそロータリー」
【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君 【 ゲスト 】 大和青年会議所 理事長 二見 健介 様
【 ビジター 】 吉光喜久雄様（大和田園RC）、眞鍋藤正様（大和RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 9名(敬称略)

43名 28名 75.68% 80.56% 9名
引田、伊藤、神作、北島、小栁、野口、竹内、富澤、
梅野
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会長の時間 岸 幸博 会長
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梅田 秀雄 君 4月1日

岸 幸博 君 4月1日

山崎 賢二 君 4月1日

青柳 文四郎 君 4月1日

舘盛 道明 君 4月8日

入会記念日 小栁 智裕 君 3月28日

辻 彰彦 君 4月1日

梅田 秀雄 君 4月9日

阿萬 正巳 君 4月9日

「沿革と活動について」

大和青年会議所 理事長 二見 健介 様

本日は大和中ロータリー

クラブの卓話にお招きいた

だきましてまことにありがと

うございます。

私は2014年度一般社団

法人 大和青年会議所理事

長を拝命いたしました二見健介と申します。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

簡単に自己紹介させていただきます。

１、生まれ

２、桐蔭時代

３、大学

４、仕事

日本は戦後の荒廃した焼け野原から高度経済

成長期を経て、先進国の仲間入りを果たし技術大

国としての地位を確立しました。

いつの時代にもそこには未来を切り拓く為に命

を懸けた我々と同じ世代の青年がいたことを忘れ

てはなりません。

我が国は素晴らしい国へと生まれ変わりました。

しかし、ようやく平和を掴み取った我が国は、豊か

さは手にしましたが、未来を想う心を失い「自分さ

え良ければいい」という自己中心的な考えが蔓延

し「明るい豊かなまち」とは程遠いのではないでしょ

うか。

戦後マッカーサー元帥率いるGHQが厚木基地に

降り立ち新しい日本が生まれました。

まさにこの大和市から新しい日本が生まれたと

言っても過言ではありません。

大和JCは大和を背負って立つ強い人間力を養

う場所であるとともにこれからの世代に多くの夢

や希望を魅せる集団でありたいと考えております。

「明るい豊かなまち」を築く為にも、今この時から、

この大和から行動を起こさなければなりません。

今年度の大和JCのスローガンは篤志、すべては

未来の為にとさせて頂きました。

未来のJCのため、大和のため、日本のため、そ

して未来の子供たちの為に、奉仕や慈善事業を熱

心に実行しようという事からこのスローガンにさせ

ていただきました。

また、基本理念は為せばなるとさせていただきま

した。

為せば成る なさねばならぬ何事も。という有名

な上杉鷹山の言葉の最初の部分から引用させて

いただきました。

大和JCは入会年数の若いメンバーが非常に多

いです。そんなメンバーも今後様々な壁にぶつかる

と思います。やればできる。できないのは、やらない

からだという言葉を基本理念に掲げ大和JC一丸

となってまちづくりにはげむ覚悟であります。

今年度の大和JCは会員拡大、新入会員ととも

に、大和を愛するリーダーの育成、青少年健全育

成、復興支援と５つのテーマをもとに活動していき

たいと考えます。

一つ目は【会員拡大】

２０１３年度大和JCの会員拡大は素晴らしい評価

を頂きました。しかし、今年度には１０名ものメンバー

が卒業してしまいます。

昨今、地域にある様々な団体の課題として会員

の減少が問題視されています。人口の減少、それ

とも経済、それらは要因として少なからずあると思

いますが、私たち自身がそう思い込み、会員拡大
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を諦めてしまっているからではないでしょうか。

２０歳から４０歳までという年齢制限のあるJCに

とって、新入会員の減少は人数面においても予算

面においてもそのまま規模の縮小へと繋がります。

JCに入会すると自然とこのまちを良くしようと思

います。そういう考えの青年を一人でも多く増やし、

理想とするリーダーがこのまちに溢れることで大和

市の発展や活性化につないで行きます。

二つ目【新入会員とともに】

２０１４年度大和JCメンバーはほとんどが新入会

員となります。

皆、とてもやる気に満ち溢れ一人一人がとても

輝いており、大きな刺激となっております。新しい人

材が入って来ることにより、違う角度からの意見を

もらうことでマンネリ化した組織を引き締めていま

す。しかし、不安を抱えている新入会員も多く見ら

れます。

人は試練を乗り越えなければ成長しません。試

練は人を試し、鍛え、育てるのです。それが後に必

ず自分に返ってきます。

JCは、厳格で規律ある組織のもと、多くの議論

を重ね、事業を進めています。

私自身もトップダウンで今まで得たものをメンバー

に伝え、代々受け継がれてきた理事長職を全うし、

自己鍛錬すべく努力します。

これから長い年月をＪＣで過ごし将来の大和Ｊ

Ｃや神奈川ブロック、関東地区協議会、日本JCを

背負って行くメンバーも出てくる可能性も大いにあ

ります。

そういうメンバーの為にも大和ＪＣの未来は今

年が肝であり、乗り越えた時、着実に一人一人の

輝きが更に増していくでしょう。

三つ目【大和を愛するリーダーの育成】

我々JCは地域の若きリーダーとしての資質と、

自覚を持たなければなりません。JCという組織は

自分達の為に誰かがやってくれる組織ではありま

せん。誰かの為に自分達がやらなければならない

のです。

しかしながら現実をみると、誰かの為どころか自

分の為の時間さえ作ることが難しいという会員も

見られます。限られた時間を有効に使い、会員一

人一人の資質向上が課題だと思います。これまで

のJCでの事業を再確認し、今の我々に必要な事

業を拾い上げ新しい事業を創造することが明日の

大和JCを担うリーダーの育成に必要不可欠な事

であると思います。

我々大和JCメンバーは対外的にも評価を受け

ていることをしっかりと認識し行動していきます。

四つ目【青少年健全育成】

今日に至るまで、混沌という未知の可能性を切

り拓くべく先輩たちは「明るい豊かなまち」の構築

に向かって英知と勇気と情熱を持って活動を続け

てこられました。

「こどもは地域の宝」と良く言われるように、次

代を担う青少年を健全育成していくことは、社会

の将来の発展にとって不可欠であります。

これまでも大和JCはY-1グランプリやキャンドル

ナイト、スポーツ鬼ごっこなどの地域一体となった

青少年育成事業に取り組んでまいりました。

２０１４年度は事業や研修を含め全てにおいて地

域社会や行政との連携をさらに深め、より必要と

される青少年健全育成事業を創造していきます。

五つ目【復興支援】

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から約３

年が経過しようとしています。近ごろは、マスコミ報

道もなくなり、人々の記憶からも薄くなってきてお

ります。被災地には一過性の燃えるような熱い支

援ではなく、今後も継続していく長く温かい支援を

続けていかなくてはなりません。

福島県はこれに加え放射能汚染にも苦しんで

おり、被災地では風化を懸念する声が強く、継続

的な支援が求められています。

私は仕事で６年間岩手県に住んでいた事もあり、

様々な情報をいただいておりますが、被災地の状

況は日々変化してきております。そのような中、被

災地の現状はどのようなものか、また、本当に被
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災地の方々にとって必要なものは何か。

今一度、復興支援に行くことで意識を高めても

らう必要があると感じております。

例会について

ブロック大会

大和の魅力、交通の便、国際、厚木基地

【結びに】なりますが

JCとは２０代、３０代というまだまだ未熟な時期に、

家庭や仕事といった境遇におかれながらも、自分

の意思によって厳しい環境に身を投じ、時に否定

され多くのプレッシャーに押しつぶされそうになり

ながらも、同志と共に切磋琢磨し目的に挑戦し続

けられる団体です。

長い歴史と先輩諸兄の功績、現在活躍している

多くのメンバー、希望を持って入会してくる若いメ

ンバー、それを想うと責任と重みを感じ、魂が震え

る思いであります。

私達一人一人の力は微力ですが決して無力で

はありません。

青年らしく今しか出来ない事に失敗を恐れずチャ

レンジし続け、この微力がやがて、大きな 大きな

渦となる事を信じ、魂を捧げる覚悟をもって２０１４年

度の理事長所信にかえさせていただきます。

長い時間のご静聴誠にありがとうございました。
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眞鍋 藤正 様（大和RC）

久しぶりです。どうぞ宜しくお願いします。

吉光 喜久雄 様（大和田園RC）

久しぶりにお世話になります。本日は宜しくお

願いします。

岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

（社）大和青年会議所、二見健介理事長様、よ

うこそお出で頂き、誠にありがとうございます。

本日の卓話「沿革と活動について」宜しくお願い

致します。

岸 幸博 君

創業を祝って頂き、ありがとうございます。

番 桂柳 君

①創業記念日を祝って戴き、ありがとうございま

す。但し、診療所を閉じ9年に成ります。

②誕生日を祝って戴き、御礼申し上げます。晩期

高齢者です。

高橋 清 君

大和青年会議所理事長二見健介様、本日はよ

うこそ大和中ロータリークラブにお出で頂き、卓

話楽しみにしておりました。市議と理事長、大変で

すね。益々のご活躍を期待しております。

横澤 創 君

妻たづ子の誕生日のお祝いをありがとうござ

います。お花が届くのを楽しみにしています。

阿萬 正巳 君

本日は妻と私の誕生日のお祝いを戴きまして、

ありがとうございます。2人の子どもも成長し、夫

婦2人でお祝いする予定です。また、入会記念日

のお祝いもありがとうございます。

髙橋 政勝 君

①大和青年会議所理事長二見健介様、ようこそ

お出で頂きました。宜しくお願いします。

②結婚記念日のお祝いありがとうございます。

梅田 秀雄 君

入会日を祝って戴き、ありがとうございます。

辻 彰彦 君

入会記念日のお祝いを戴き、ありがとうござい

ます。心新たに頑張ります。

池澤 利男 君、橋本 吉宣 君、橋本 日吉 君、

梅田 秀雄 君、横澤 創 君、藤田 方巳 君、

北砂 明彦 君、古郡 清 君、山崎 賢二 君

JCOBより、（社）大和青年会議所理事長、二見

健介氏の卓話の話を楽しみにしております。

山崎 賢二 君

世の中に寝るほど楽はなかりけり、知らぬうつ

けが起きて働く。まだ暫くは起きて働かざるを得ま

せん。創業記念日のお祝いありがとうございます。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \24,000 累計 \709,000


