
「一年を顧みて」

ロータリーの認知度が向

上し、光り輝くには会員一

人一人が、仕事や会社では

もちろん、地域や色々な団

体で光れば、その集まりで

あるロータリークラブは、自

然と光り、周りの人の関心

を集め光り輝きます。この

様な好循環を生み出すためには、一人一人の力と、

同じ目的のために皆が力を合わせことが大切では

ないかと、今年度「キラリと光るロータリー」をテーマ

とさせて頂きました。

この様に皆が一緒になって活動できるのは、例

会場を提供して下さる八千代銀行様、事務局の藤

原さんいつも原稿が遅れ迷惑をかけました。そして、

安倍さんありがとうございました。

一番苦労を掛けたのは、何と言っても幹事の中

島君です。毎日のようにメールを送って頂き、打ち

合わせをしました。中島君はいつもマメに行動して、

止まっているときがない人なので、病気など無縁と

思いましたが、この1年、入院したり指を骨折したり

と、本人は本当に大変な1年だったと思います。それ

とも楽しい1年だったか聞いてみたいのですが、怖く

て聞けません。中島幹事、ありがとうございました。

会員の皆様には、温かく支えて頂き、皆様のお

力添えで今日を迎えることが出来ました。本当に皆

様、ありがとうございました。

伊藤副会長には、快くお引き受け頂き、多くのア

ドバイスをして頂きました。お陰様で無事に乗り切る

ことが出来ました。副会長には途中体調をくずされ

休まれましたが、また例会に戻って来られ、本当に

良かったです。これからもお体を大切にされ、中ロー

タリーのために頑張って下さい。

今年度は、思ってもいなかったI Mを担当すること

になり、髙橋清実行委員長、橋本日吉 I M幹事に

は、大変ご苦労を掛けました。当日、講演していただ

いた二宮氏の「準備力」が大切と言う話の様に、

準備万端何時でもOKと言う思いでしたが、前日の

大雪には驚かされました。これは皆様出掛けられな

いし中止と思いましたが、当日は朝から良い天気と

なり、多くの参加を頂き、行うことが出来たのには、

準備段階から会員の皆様のお力結集できたからで

す。これは先輩方から受け継いできた歴史であり伝

統です。
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【 本日のプログラム 】 7月3日 挨拶 「就任にあたり」 山崎 賢二 会長・小栁 智裕 幹事
【 次回予告 】 7月10日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 山崎 賢二 会長・小栁 智裕 幹事

【 第1720例会 】 平成26年6月19日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 石川 健次 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

43名 32名 83.78% 82.86% 10名 原嶋、引田、池澤、野口、竹内、梅野

1725号

挨 拶 岸 幸博 会長



プログラムでは、大和市長初め、大和市の多く

の団体の方に来て頂き、大和市の現状を知ること

が出来ました。大和市地域福祉計画の基本理念

は、「つながりが生み出す豊かな暮らし」、一人一

人が健康で心豊かな暮らしを営むことが出来る地

域を作る。昔、向こう3軒両隣と言う言葉があった

ように、近所の方と毎朝気持ち良く挨拶の出来る

町が、住みよい所ではないでしょうか。今回は、まず

身近な所から話をたくさん聞いて、今何を求められ

ているのかを考えなければなりません。すぐに良い

答えは出ませんが、繰り返し、繰り返し何回も多く

の人の話を聞かないと、良い知恵もわいてこない

と思います。毎回、お祭り的な楽しい例会などあり

ません。繰り返しの中に「ハット」することがあるの

です。

親睦活動委員会では、スカイツリー、うかい亭で

のクリスマス会、そしてオーヴォなど、ご家族の方が

行ってみたいと思っている所を企画して頂きした。そ

とて毎回多くのご家族の方にご参加頂き、楽しく

過ごすことが出来ました。予算の面では、大変厳し

かったと思います。ご苦労様でした。次年度は、ど

のような親睦が行われるか、楽しみにしております。

一般会計につきましては、繰越金を出さない、出

来るだけ0になる目標でしたが、運営方法などにま

だまだ検討の余地があります。

会員増強委員会では、多くの案が出ていました

が、舘盛理事、中西委員と委員会の中心メンバー

が体調をくずされ、残念な結果に終わりました。し

かし、苗加真敬君と言う、若く元気な新会員を迎

えることが出来ました。次年度には、多くの人がご

入会され、すぐに先輩となれると思いますので、頑

張ってください。

SAA、例会を楽しくするのに、一番大切な役目

です。例年同じような食事でしたが、今年度は、駅

弁にしたり、店を変えたりと工夫をして頂きました。

また、前年度の後半から始めました例会前に食事

をいただく方法を続け、例会の時間を有効に使う

ことができ、例会に余裕が生まれました。

職業奉仕委員会では、創業記念日に1分間のス

ピーチの時間をプレゼントされ、会員皆が前に出て

話すことにより、新しい会員や古い会員の仕事や

性格などがお互いに解り、コミュニケーションがとり

易くなり、会員同士が打ち解けるきっかけになれた

のではないでしょか。

松風園の園児やそのご家族との地引き網は、

強風のため中止になりましたが、例の如く、準備よ

ろしく、大和自動車学校での、ふれあい広場となり、

この機動力、準備力には松風園の園児や、ご家

族、先生方、我々メンバーも驚きました。皆様、喜ん

で帰られました。あのように喜んでもらえると、やめ

られなくなってしまいます。

同じく大和自動車学校をお借りしての3クラブ合

同交通安全教室では、多くの協力団体も得て、昨

年より多くの来場者がありました。私の地元の小

学校の校長先生も、多くの生徒に参加してほしい

とのことで、全校生徒に配布するパンフレットが欲

しいと行ってきました。橋本日吉委員長には、IM幹

事もしていただき、鈴木洋子職業奉仕委員長、中

島幹事と4人で8ヵ月前からどのような、奉仕活動

があるのか、中ロータリーとして、どのような奉仕活

動ができるのか、何度も話し合いをしましたが、実

現することはできませんでした。しかし、今後どこか

で役に立つ会合だったと思っております。

ロータリー情報・クラブ研修委員会には、多くの

研修会を開催していただき、新しい会員だけでなく、

多くの会員が毎回集まり、難しい話ばかりでなく、

楽しい研修会となりました。最後には、後藤パスト

ガバナーの「理想のロータリークラブ」という、解り

易い冊子を作成していただき、横澤委員長、ありが

とうございました。

最後になりますが、今年度から始まった青少年

育成基金、髙橋政勝委員長のもと、始めたからに

は今年度準備ではなく実行しましょうと、年度始め

から何回か集まり、夜の集まりにもかかわらず、上

田委員には毎回ご出席いただき、良い案を作るこ

とができ、今年度は、渋谷中学校に基金を渡すこ

とができました。この基金をよく理解されており、高

校に入学される生徒への援助と、渋谷賞を創設さ

れ、今年度は１名の女生徒が受賞されました。この

渋谷賞は、10年以上続けて行くそうです。これから

青少年育成基金を受けられる学校の良い手本と

なり、どのような申請が出されてくるのか、楽しみ

になる第１回渋谷中学の運用でした。

このように、会員皆様のご協力により、最後の

例会を迎えることができました。会員皆様、中島幹

事、事務局の藤原さん、1年間ありがとうございま

した。
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今年度が始まって僅かな

うちに、糖尿病で入院、リハ

ビリとなり、、直前幹事の入

江さん、橋本日吉さんには

大変お世話になりました。ま

た、会員の皆様方にもご迷

惑ををお掛してしまいました。

また、当社の都合というか移動とかも有り、ロー

タリー活動時間のが十分に取れず、なんとなく時

間だけが過ぎてしまった感です。先程の幹事報告

でお話ししましたが、肝心な収支面が調整が上手

く出来ず反省しております。まあ、反面教師として

次年度へ引継ぎをさせて頂きます。

I M とか、いろいろとあるようでしたが、幹事とし

て、残念ながらこれと言って威張れるものはありま

せんでした。

予定しては夏休み明けを目処にしておりますが、

まだ不透明でご迷惑を掛けないよう頑張ります。

9年足らずでしたが、今後とも宜しくお願いします。

所 属 国際ロ－タリ－

第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 63クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 ロンD・バートン

第２７８０地区ガバナ－ 相澤 光春

第６Gガバナー補佐 佐々木 和夫

１ 会 員 数 年初 42名

現在 43名

入会 1名（苗加真敬君）

退会 0名

１ 出席率 ８５．００％

１ ゲストビジタ－数 １４８名

１ 例 会 通 常 39回

夜 間 6回

家族会 3回

取り止め 4回

１ スマイルボックス

目標額 １,５００,０００円

達成額 ７月～６月 １，３６１，９００円

達成率 ９０．７９％

１ ロータリー財団

目標額 ８，４００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～６月 ８，５９４.５１ドル

達成率 １０２．３２％

１ 米山記念奨学金

目標額 ８４０，０００ 円

（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～６月 ８５０，０００円

達成率 １０１．１９％

２０１４年６月１２日現在

理事・役員会報告

①5月までの予算進捗が承認 。前年より小まめに

収支着地予想を見極めリアルタイムな対応が必

要です。次年度への申し送りとさせて頂きました。

②事務所の賠償責任保険、火災保険を承認。

③中西会員の感謝状、記念品の件、承認され、感

謝の記念品の発注をさせて頂きました。

④規定審議会の申請は今年度内提出を承認。地

区に下書きをお届けさせて頂きましたが未だ奉

仕委員長に確認後提出させて頂きます。

⑤山崎会長エレクトより横澤年度の救急車寄贈の

奉仕会計残を今年度奉仕会計雑収入とするこ

とを承認。

⑥次年度の出席免除者が承認。藤田重成会員の

お嬢様のお話では、足が若干不自由になられて

いるとの事でした。

⑦横澤情報委員長より情報委員会の活動報告が

有りました。

◆地区よりハイライトよねやまが来ております。

お祝いの方々

親睦活動委員会 石川 健次 委員長

創業記念日 長野 俊八 君 6月21日

阿萬 正巳 君 6月28日

入会記念日 青柳 文四郎 君 6月19日

藤田 重成 君 6月23日

上田 利久 君 6月23日

伊藤 英夫 君 6月23日
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委 員 会 報 告

年 間 報 告

幹事報告 中島 康次郎 幹事

挨 拶 中島 康次郎 幹事
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岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事
皆様、一年間ご協力誠にありがとうございました。

あと、東慶州を残すのみとなります。山崎、小栁年度に
引き継ぐまで、気を引き締めて参ります。今後ともご指
導よろしくお願いします。
番 桂柳 君、伊藤 英夫 君、上田 利久 君

いつも皆さん方の参加により、素晴らしい奉仕活動
が続けられています。そんな中、体力的にも参加できず
に申し訳なく思っております。たまたま、スマイルBOX
に空きがあるとのこと、何回分か、少しまとめてスマイ
ルします。
伊藤 英夫 君
①入会記念日のお祝いありがとうございます。皆様
のお元気な姿を見るに自分も元気をもらいます。こ
れからも頑張ります。

②会長、幹事、一年間ご苦労様でした。これからはロー
タリーを楽しみに出来る様に頑張って下さい。

上田 利久 君
入会記念日お祝いを頂き、ありがとうございます。

都合のいいところだけ覚えています。感謝！！
橋本 吉宣 君
岸会長、中島幹事、そして皆様、一年間お疲れ様で

した。そして、ありがとうございました。来年度も宜しく
お願い致します。
石川 健次 君
毎年のことですが、この最終例会の会長、幹事の

お顔は、晴れ晴れとしていますね。一年間ご苦労様で
した。
横澤 創 君、入江 公敏 君、古郡 清 君

岸会長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。
青柳 文四郎 君
入会記念日のお祝いありがとうございます。岸会

長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。
梅田 秀雄 君
岸会長、中島幹事、一年間お疲れ様でした。来週の

離就任式が終わるまでは、気を抜かない様にお願いし
ます。
出席委員会 松崎 正実 委員長
岸会長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。出席率

は残念ながら、予想を下回りましたが、楽しい一年でし
た。青柳副委員長に感謝いたします。
姉妹クラブ友好委員会 富澤 克司 君、
髙橋 政勝 君、長谷川 清 君、梅田 秀雄 君
一年間お世話になりました。来週は慶州があります

ので、参加の皆様、宜しくお願いします。
藤田 方巳 君
岸会長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。

後藤 定毅 君
岸会長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。バトンを

しっかり次に引き渡された足跡、記憶に残ります。あり
がとうございました。
高橋 清 君、橋本 日吉 君
岸会長、中島幹事、一年間本当にご苦労様でした。

また、IMも成功裡に終える事ができ、合わせてご協力
に感謝です。ありがとうございました。
阿萬 正巳 君
創業記念日のスピーチの時間をいただきまして、あ

りがとうございます。
長野 俊八 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。岸会

長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。
クラブ会報委員会 長野 俊八 君、北砂 明彦 君、
阿萬 正巳 君、石川 達男 君
岸会長、中島幹事、一年間ご苦労様でした。無事、

会報を発行できましたことを、御礼申し上げます。
髙橋 政勝 君
今日、最終例会です。。岸会長、中島幹事、ご苦労様

でした。
藤塚 勝明 君、山崎 賢二 君
岸会長、中島幹事、一年間誠にご苦労様でした。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \47,000 累計 \904,900

東慶州ロータリークラブ離就任式（2014年6月26日）


