
「就任にあたり」
43名の大和中ロータリーの親愛なる皆様、今日は！ 第

38代会長に就任いたしました橋本です。今日から1年間、
高橋清副会長そして辻幹事共々どうぞよろしくお願い
申し上げます。

今から110年前の1905年2月23日、シカゴの街にポー
ルハリスと3人の仲間が、みんなのために…の想いいつ
ぱいの小さな苗を植え、丁度110年が経ち、今大きな実
を結び、大きな大木に成長しました。ポールハリスは、創
設時次のように心から祈って出発したと記されています。
[ロータリーは、寛容で熱意と友情に溢れ心を明るくして、
仲間の良い点を見習って行きさえすれば老化現象は起
こりません。クラブの会員は、あらゆる職業の人と交流す
ることが、可能ならしめ人間の幅を広げることができま
す。そしてロータリーで学びと気づきを得られ、その恩恵を
得られるとロータリーのために貢献するようになつてくれ
ます。きちんきちんとクラブの会合に出席すると、会員相
互の友好親善を通して人々の人生を豊かにしてくれます。

最後にポールハリスは、人間の長所や国家の良い点
は目に付くように、短所や欠点は目に入らないように…
と語っています。

それでは、私のお話をしたいと思います。今年度の会
長ターゲットを次のように定めました。皆様、こちらをご
覧下さい！RI会長のテーマの下に、皆様と1年間、共有化
して実践をして行きたいと思います。 [ みんなのために…
ワクワク楽しく そして仲間を創ろう！ ] です。よろしいでしょ
うか…みんなの為に行動しましよう。積極的にあらゆる
機会に参加しましょう。そして仲間の良い点のみに目を

あて、寛容の精神と未来思考で事に当たれば、きっと楽
しくワクワクするでしよう。ロータリーの魅力を高めなが
ら今いる仲間との信頼を築き、大和中ならではのクラブ
風土の更なる確立と、もっともっと面白いクラブにする
ために更に、新しい仲間をつくることも意識して行きたい
と思います。新しい仲間は、私達に気づきと学びとクラブ
に活気と5年10年後の可能性を与えてくれます。どうか
皆様！新しい 仲間づくりに情熱をお貸しいただき、ワクワ
ク楽しいクラブづくりと地域や世界に大和中RCとして
[プレゼント]が出来るよう「発信して参りましよう！ それら
の事が、自分の職業にも、ロータリーの認知度や公共イ
メージ向上にも、必ず繋がってくると確信致します。

本日皆様に配らさせて頂きましたRIテーマバッヂをロー
タリーバッヂと共に身につけて頂き、目立つて頂きたいと
思います。そして我がロータリーを1分間で、新しい仲間創
りに、地域でのみなさんに語っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

さて話は変わって、今年の正月の恒例のシーン、記憶
に残っているでしょうか…箱根駅伝での青山学院大の
往路ぶっち切りの初優勝のシーンは、記憶に残っている
と思います。かつては青山学院大は、おぼっちゃん大学で
す。この大学に奇跡を起こしたのは、ビジネスマン出身の
監督さんでした。監督さんは、[ワクワク大作戦] の大目標
を掲げて明確な目標を掲げて学生たちに勇気とやる気
の環境を作って達成意欲と創意工夫に飛んだ鍛錬をし
たそうです。駅伝やマラソンというと[苦しさ]を伴うイメー
ジてすが、監督さんは[ワクワク大作戦] を、チーム一丸で
どうせやるならくるしい努力を楽しめてやれるかどうか
だと…語っていました。(苦しい努力家だったと言ってい
ます。)
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【 本日のプログラム 】 7月9日 第１回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 橋本 日吉 会長・辻 彰彦 幹事
【 次回予告 】 7月16日 卓話 「身近に備えるテロ対策」 ウイリアムＪヤング 氏

【 第1769例会 】 平成27年7月2日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 苗加 真敬 君
【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園ＲＣ）

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 35名 85.37% 77.50% 8名 荒井、引田、神作、北島、小松、梅野

挨拶 橋本 日吉 会長
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どうか皆さん、1年間毎週毎週1日1日過ごすなら、ワ
クワク楽しく過ごしていきましよう！きっとハッピーにお互
いなれるはずです。1年間よろしくお願いします。

会長ターゲットの実行に努め、クラブ運営の礎として
の例会の充実、奉仕プロジェクトや親睦など各委員会と
の協力と連携を図っていきたいと思います。

どうぞ一年間よろしくお願い致します。

１）会長・幹事、引継が完了致しました。
２）今月のロータリーレートは＄１＝１２４円です。
３）青少年交換学生の募集要綱が届いております。
４）9月4日、日韓親善会議が開催されます。
５）7月25日社会奉仕・国際奉仕セミナーが開催されます。

第一回定例理事会報告
a）クラブ計画書の承認。
b）事務局スタッフの雇用契約更新の承認。
c）青少年育成基金の受給申請を承認。
d）第３９回大和阿波踊りへの賛助を承認。

お祝いの方々
親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日
荒井 純寿 君 7月7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
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挨拶 辻 彰彦 幹事

委 員 会 報 告

河西 正彦 様（大和田園RC）
新年度が始まり、会長・幹事様の一年間のご活躍

にご期待申し上げます。
橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
皆様、今日は！ 2015～16年度橋本、髙橋、辻年度

がスタート致しました。一年間一生懸命大和中の為に、
みんなの為にワクワク楽しくそして仲間を創ろうで…
頑張りますので、よろしくご指導お願い申し上げます。
入江 公敏 君、阿萬 正巳 君
橋本会長、辻幹事いよいよですね。今日は雨ですが、

この雨が恵となり、素晴らしい年度となることを切望
いたします。
富澤 克司 君
今年度、財団担当となりました。皆様にはご協力を

お願いします。
橋本 吉宣 君
本年度も皆様よろしくお願い致します。会員増強、

会員維持にご協力お願いします。
髙橋 清 君
橋本会長、辻幹事いよいよスタートです。「みんなの

ためにワクワク楽しくそして仲間を創ろう」にふさわし
い飛躍した年になります様、心より祈っています。
梅田 秀雄 君
橋本日吉会長、辻彰彦幹事、ご就任おめでとうご

ざいます。健康に留意し、一年間頑張って下さい。
長谷川 清 君
橋本会長、辻幹事、ご就任おめでとうございます。

一年間宜しくお願い申し上げます。山崎直前会長、小
栁直前幹事、一年間ご苦労様でした。引き続き宜しく
お願い申し上げます。
後藤 定毅 君
橋本・辻丸の一年間の航海が無事でありますよう、

期待とともに祈ります。就任式に欠席して申し訳あり
ません。
藤塚 勝明 君、番 桂柳 君、郡司 守 君、
横澤 創 君、石川 健次 君
新年度を迎え、橋本会長始め、役員、理事の皆様の

ご活躍をお祈りいたします。明るく楽しいクラブ運営を
期待申し上げます。
中島 康次郎 君、苗加 真敬 君、板垣 克浩 君
山崎直前会長、小栁直前幹事お疲れ様でした。橋

本会長、辻幹事ご指導宜しくお願いします。姉妹クラ
ブ友好委員長は、いかにしたらこれまで培ってきたもの
を大切に次につなげられる様、皆様で盛り上げていき
ます。
髙橋 政勝 君、古郡 清 君、青柳 文四郎 君
橋本会長、辻幹事の晴れの門出を祝って…。一年間

頑張って下さい。
北砂 明彦 君
山崎さん、小栁さん一年間ご苦労様でした。橋本会

長、辻幹事一年間宜しくお願い致します。本日は、入
会記念お祝いありがとうございます。
池澤 利男 君
就任おめでとうございます。

岸 幸博 君
橋本日吉君、辻君いよいよですね。一年間宜しくお

願いします。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君、長野 俊八 君
山崎－小栁丸、白い帆を張っての堂々の帰港おめ

でとうございます。さあ今日からは新しい年度、年寄り
組は外野席から応援します。
原嶋 賢一郎 君
いつもお世話になっています。やっと出てこれるよう

になりました。本年も宜しくお願いします。
藤田 方巳 君
①本年度プログラム委員会でございます。プログラム
委員会を一年間宜しくお願い申し上げます。

②創業記念日のお祝いありがとうございます。
小栁 智裕 君
橋本会長、辻幹事いよいよスタートですね。一年間

宜しくお願いします。創業記念祝って頂きましてありが
とうございます。
山崎 賢二 君
橋本、辻、髙橋清年度のスタートにあたりお祝いを申

し上げます。過ぎない程度に頑張って下さい。田園RC
河西パスト会長、ようこそお出で下さいました。一年間
大変お世話様になりました。田園の皆様にも宜しくお
伝え下さい。
鈴木 洋子 君
橋本会長、辻幹事一年間宜しくお願い致します。皆

様のご協力もお願い致します。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \43,000 累計 \４３，０００

幹事報告 辻 彰彦 幹事


