
7月1日奉仕プロジェクトを中心にした皆さん特

殊詐欺撲滅大作戦素晴らしい奉仕事業のスタート

がきれました。ありがとうございます。

さて、本日の会長の時間は、後程、就任のあいさ

つを行いますので、この時間に入会式を行います。

それでは、会員の選挙により、今月から、新村千

成君、玉川 雄君、小倉 一道君は会員に選ばれま

した。よって本日入会式を行います。(欠席者は次回)

【入会式】

小倉 一道 君 ミズキ通り法律事務所

職業分類 司法書士

推薦者 荒井 純寿 君 阿萬 正巳 君

カウンセラー 阿萬 正巳 君

所属委員会 親睦活動委員会

玉川 雄 君 ユウキ建装

職業分類 リフォーム業

推薦者 橋本 吉宣 君 小柳 智裕 君

カウンセラー 入江 公敏 君

所属委員会 親睦活動委員会

①次週14日、大和、大和田園、座間クラブの表敬

訪問にいらしゃいます。

②次週14日、北京飯店において18：30から 橋本
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【 本日のプログラム 】 7月14日 第１回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事
【 次回予告 】 7月21日 卓話 「シーマンシップと帆船教育について」 キャプテン 飯田 敏夫 様

【 第1816例会 】 平成28年7月7日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 鈴木 洋子 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)

42名 33名 82.50% 78.95% 8名 原嶋、引田、池澤、板垣、苗加、梅野

会長の時間 入江 公敏 会長

1821号

幹事報告 阿萬 正巳 幹事



パスト会長、辻直前幹事のご苦労様会を行いま

す。皆様のご参加をお待ちしております。

③今年度の会費の納入を7月末日までにお願いい

たします。

④次週14日例会終了後、理事役員会を行います。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日

荒井 純寿 君 7月7日

配偶者誕生日 新村 朝奈 夫人 7月4日

結婚記念日 新村 千成 君 7月13日

創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方己 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

後藤 定毅 君 7月10日

会長ターゲット

「語り合い、汗をかき、みんなで前に、

楽しく進もう」

「就任にあたり」

入江 公敏 会長

皆さん、2016-17

年度、大和中ＲＣ第

39代会長を仰せつ

かりました入江公

敏です。大和中ＲＣ

は、1978年5月の

創立以来、次年度で40周年を迎えます。既に周年

事業の実施が、決定しており、本年度は、その準備

の年としても大変重要な年度であります。何よりも、

多くの先輩が築き上げた、貴重な財産である伝統

と風土を次の40年代へ引き継ぐ重責は、身の引き

締まる思いであります。

さて、ＲＩ会長であるジョンＦジャーム氏は、2016-17

年度テーマ講演で以下のように語っております「偉

大な事業は、小さな機会から始まるのではなく、大

きな機会から始まると思います。ただ、大きな機会

は時として小さく見えるというだけです。」その機会

とは、「ロータリークラブの例会に来ませんか」と誘

われたときに始まり、素晴らしい人たちと出会い、人

のために役立つことをし、しかも楽しそうだと感じた。

今振り返れば、それは決して小さな機会ではなく、

ロータリーを通じて社会に貢献する大きな機会であっ

たことが分かると思います。と講演されています。

振り返ってわがクラブは、ロータリー歴の長い会

員が多いクラブであります。このことは、我がクラブ

の居心地が良いと考えるべきであります。ただし、こ

れは、過去は良かったと言うことであり、肝心なこ

とは、今は、そしてこれからは、どうかと言うことが

重要です。ロータリーに行くのは、面倒だ、面白くな

いでは、いけません。いかに面白い視点で、いい方

向にクラブの最適化を図り、クラブの良いカラーを

出易くしなくてはいけません。

ロータリー歴の長い会員の皆さんは、勿論、仕事

や人生の成功者であります。その先輩方が、ロータ

リーに巡り合えたことが、どれほど自分の人生に影

響を与えているかは、出席免除扱いでありながら、

ロータリーそして例会を、ライフワークの一つに見事

にされていることから見ても明らかであります。ＲＩ会

長のお話のロータリーの入会を大きな機会としてと

らえている方々ではないでしょうか。

しかしながら、ロータリーの入会が、大きな機会な

のか、小さな機会なのかは、入会されてしばらくは、

皆、考えていないと思います。いつ変化するのか、そ

の意味では、ロータリーへの正しい知識を早く持っ

ていただくことも大切ですが、そう難しく考えない

で、ロータリーに入ったメリットはなんなのか、価値

観は何かを知ることが重要であると思います。私が

銀行で最初にロータリーに入り、たしか地区協だと

思いますが、これに出席した時、帰りのバスに当時

の銀行のＮＯ３が隣に腰かけられました。当時の私

から見れば、雲の上の方ですが、バスが駅に着くま

での数分間、仕事やロータリーの話等をお話しまし

た。その方は、最後に「ロータリーは平等なんですよ。

このバッチをしていれば、あなたと私は対等な立場

にあるんですよ。」とお話しされました。大変緊張も

しましたが、感激で帰りに同僚を誘って、飲み過ぎて

しまいました。今年度、委員会には、阿萬幹事ととも
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に、積極的に参加し、先週の7月1日にも親睦委員

会は2回目、国際奉仕は3回目の委員会に参加し、

夜遅くまで、12名の皆さんと語り合うことができま

した。私が感ずるロータリーの大きな機会とは、出会

いと語り合いだと思います。そしてメリットは、語り合

いから生まれる信頼が緊張を解きほぐしてくれます。

そして有益な情報の学ぶ機会となることです。その

意味でも、ロータリーの知識を早く知ってもらう必

要もあります。今年度、研修の充実には、特に力を

入れる必要があります。研修委員会は、積極的に行っ

ていただけるようですが、会長の時間にも工夫が

必要と考えます。ただし、あまり形にとらわれず、会

員の目線で分かり易い、かたっ苦しくなく興味がも

てるものにしたいと思います。

さて、ジョン・Ｆ・ジャームＲＩ会長は、”Ｒotary Ｓervi

ng Ｈumanity”「人類に奉仕するロータリー」を本年

度のテーマとして掲げました。さらに、創設者ポール

ハリスの言葉から「ロータリーを通じて社会に貢献す

る機会、即ち人類への奉仕を通じてより良い世界を

築く機会」であると付け加えられております。これを

踏まえ、佐野英之ガバナーは、ロータリーの戦略計

画を遂行し継続性を重視する。３つの義務の遂行。

ロータリークラブ・セントラルに１０個以上の目標設定

を地区の目標とされました。

ロータリーの戦略計画とは、クラブのサポートと強

化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと

認知度の向上の3つの柱です。ロータリーの中核的

価値観とは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダー

シップです。ロータリアンの行動指針であります。こ

のどれもが重要であり、同時にこれこそが我々が、

正にロータリーからしっかり学ぶべきものであると思

います。社会に於いても仕事に於いてもリーダーシッ

プの意図と原動力になるものであります。

今年度も奉仕活動には汗をかくように、特に力

を入れてまいります。しかし、ここで考えなくてはなら

ないことは、ロータリーは、奉仕屋だけではないので

す。会員の中には、会費のほとんどを奉仕に向ける

べきだという意見がありますが、これはロータリーを

誤解しています。何故なら中核的価値観には、親睦

と言う言葉があるように、ロータリー本来の運動の

原動力が、親睦力であり、その最適の場は、例会で

あります。また、職業の多様性を信じ、事業や専門

職務の社会をクラブに反映させることは、我々自ら

の将来の繁栄につながることだと思います。会長・

幹事や一部の会員のみでなく、会員目線に合った

例会、そしてプログラムを創りました。息抜きの一時

間だけではない、その例会で、研修会で、親睦活動

の中で、また、協力性を強くして奉仕活動の中で、

行われる中身も大事ですが、語り合い学ぶことこそ

が、我々自身の向上に繫がると信じております。そ

うした語り合いで何気なく聞いた話は、実は、将来

大きな価値観に発展していきます。我々は、活動の

中で、仕事に於いても人間関係に於いても、倫理と

職業観の観点から、常に高い基準を固く守ってい

るか、公平と尊敬の念を保ちながら人と人との間

の高潔さを養い、これらを率先して実行していくリー

ダーになることがロータリアン及び向上したい自分

の究極の目的であります。だからロータリーは奉仕

屋だけではないのです。我々には、小さな機会にし

か見えないかもしれませんが、吸収する必要がある

リソース（資源）が目の前に横たわっているのです。

しつこい様ですが、例会は、親睦の原点です。本

年度は、会員目線を意識した出席したくなる例会を

目指して行きたいと考えております。まずは、テーブ

ルにお花を用意しました。それに食事時間を12:10

～に見直したいと思います。早すぎずに、一緒に食

事をする時間を大切にしたいと思います。会長の時

間・幹事報告についても、簡潔にしたいと思います。

私のようなあまり価値のない会長の話を長々と聞

くより、皆さんの語らいの時間を少しでも大切にし

た方が、価値観は増すはずです。次に、卓話の充実

を図ります。通常例会はもとより、夜間例会も工夫し

会員が楽しめる例会に、ローコストでしかも出席を

皆さんに自信を持って奨励できる、有意義で、会員

相互の親睦が深められる充実したプログラムを考

えています。

組織体制としては、常任委員会には、委員長以

外に担当理事を設置し、経営的で活気ある強い組

織作りを図ります。基本的な考え方は、各委員会の

自主性を重んじ、委員長のみが活躍するのではな

く、委員会全員の努力に期待します。また、報告連

絡相談、ホウレンソウは、コミュニケーションの要だと

思います。委員会任せにせず、会長幹事と委員会

相互の連携強化に努めます。会長幹事も、会長の

時間の原稿は幹事に、例会前日までにはお伝えし、

幹事報告も伝えてもらい、重複を防ぎ、漏れを防ぎ、
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連携を強く持ちたいと思います。また、会長幹事は、

各委員会の活動が行い易い環境造りを整えてまい

ります。その上で、実施計画と予算は、進捗管理の

徹底を図ります。

今年度ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」で

す。わがクラブも国際奉仕を含めた奉仕活動をロー

タリーの使命の遂行として、奉仕の機会の実践をし

ていきます。まず、そのためには、継続事業の更なる

充実を図ることと、会員からの情報提供による新規

事業の積極的推進が必要です。私は奉仕の実行

前までにいかに盛り上がるかが大事だと思います。

我々は個人では、簡単にできないものが、ロータリー

の一員になり、少しでも地域社会に奉仕していると

思う自己満足だけでも、一人で何もしないより、自

分自身の善意の芽をそだてることは、ロータリーに

居ればできます。更に奉仕による地域社会への貢

献が、達成できれば、この上ないことだと思います。

最近のわがクラブの強みを探してみました。それ

は、過去5年間の退会者の平均在籍年数が20.5年

と長いこと、3年未満の退会者は前年度の1名のみ

です。勿論、潜在的入会者の発掘により、会員増強

に今年度も努めます。ただし、数合わせにせず、推

薦者が自信を持った推薦であること。入会が被推

薦人と現会員にプラスに働くことを第一に考え、会

員選考を的確に行っていくべきと考えます。入会者

の刺激や能力は、クラブにとってもは、プラスです

が、大切なことは、入会者は、入会してどうなのか、

溶け込めているのか、カウンセラーは機能している

のか、よく気を使う必要があります。わがクラブの

良さである定着率維持のため、入会者も含めた会

員目線のクラブ、楽しいクラブを維持させたいと考

えます。

本年度は、40周年を翌年に控えた準備期間とし

ての年度であり、組織体制作りに配慮する必要が

あります。また、節目を前にして当クラブの過去の実

績、他クラブとの比較、会員のアンケート等により、

優れた点・劣っている点を分析し、長期ビジョンのヒ

ントを模索して行きたいと考えます。

出席率については、ここ数年減少傾向にありま

す。前年度に於いては、ついに初めて７０％台へと突

入してしまいました。出席に対する考え方は変わって

おりますが、ロータリーの親睦の原点である例会出

席率は凋落しています。１００％を目指さないまでも歯

止めをかける必要があります。そもそも出席委員会

は、ＲＩ推奨の委員会ではありません。また出席は手

続要覧によるとクラブのリーダーが推奨するとあり

ます。今年度は出席委員会を置きません。会長幹事

直轄とし、責任持って改善に努めます。出席報告は、

幹事報告の中で行います。また、出席の推奨を積

極的に行い、最低でも８０％台復活をお誓い申し上

げます。

友情をはぐくむための会員の親睦活動は、楽し

いクラブの継続のためにも大変重要であると認識

しています。委員会目線ではなく、全会員の最大公

約数を意識して、会員目線で計画し実行していただ

きたいと考えます。また、会員の公平性を担保する

ために、独身の方には、結婚記念日の祝いをアニ

バーサリー１としてクリスマスに、配偶者誕生日をアニ

バーサリー２としてバレンタインデーにお祝いすること

としました。

良い公共イメージを表現するためには、ＲＣの社

会的責務を地域の皆様に示すために行うこと、そ

れに、ロータリークラブの楽しさを認知していただく

ことも必要だと思います。社会が理解しやすいもの

かどうか、良く議論し、地域目線で効果の高いＰＲ

を行う努力を、あらゆる機会にバランスよく実施し

ていく必要があると考えます。

効率的な活動を行うためには、予算は重要であ

ります。ローコストオペレーションを基本に効果的な

予算の配分と柔軟な予備費の活用を図りました。

クラブ運営費とクラブ奉仕費について、其々に見直

しを行い。前年度上昇してしまった固定費と変動費

単価の引き下げを行い、これを会費削減に結び付

けたいと思います。結果として、明確化と管理し易

い予算といたしました。時間の関係もありますので、

活動計画書の変更点や予算の改正点の詳細は、

次回クラブ協議会でお話しさせていただきます。

事務の効率化のため、マニュアル化・統一様式

の制定を目指すとともに、形骸化しないよう、ＲＣと

しての基盤強化を推進いたします。また、理事会の

効率化・高度化を考慮し、議事運営に努めるととも

に、機を見た細則の見直しを行います。

今年度会長ターゲットは、「語り合い、汗をかき、

みんなで前に、楽しく進もう」ですが、語り合い、学

び取ることがロータリーの重要な手段であり、人生

を豊かにし視野を広げる物と考えております。協力
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して行う奉仕活動で汗を流すことの価値を知り、老・

壮・青が、老の経験、荘の活力、青の覇気が三位

一体となって前に力を出せるよう、一致団結して、

ロータリーが楽しいと、会員が感じてくれるように、

努力いたします。具体的には、変化の渦中にあるロー

タリーですから、詮議を尽くし、理を尽くし、且つスピー

ディーに実行していく、こうした実践力をクラブの血

や肉となるようにする。それをやりがいのある楽しさ

として味わう。結果として、会員目線の楽しいクラブ、

例会の充実となり、積極的な声掛けを行うことによ

り会員増強にもつながります。

最後に、私自身、ロータリーに入会したことを、大

きな機会と感じたのは、先ほどの通りです。おそら

く、この一年、率先垂範、電光石火で、全力を尽く

すことをお約束いたします。その評価を皆さんに厳

しく指導され、今後の人生にプラスになっていけば、

更なる大きな機会と思えるかもしれません。そのた

めには、どんなことにも、わずらわしいと思わず、前

に進んでまいりますので、鼓舞・激励の程、宜しくお

願いいたします。ご清聴ありがとうございます。

「就任にあたり」 阿萬 正巳 幹事

こんにちは、幹事に就任いたしました阿萬です。

まだ1年間皆出席したこと

がございませんので、この1

年でチャレンジし達成したい

と思っております。

クラブに関しましては、入江

会長の意向に沿い、各委員

会と連携強化に努め、老・

壮・青が、協力し合い、三位一体となって力を出せ

るよう、会員の皆様と一緒に、語り合い、汗をかき、

みんなで前に、楽しく進んで行くことで楽しいクラ

ブ、充実した例会になるように努めて参ります。

また、会長の挨拶にありましたように出席記録の

管理、推奨を会長幹事で行ってまいりますので、ご

協力の程お願いいたします。

そして、16年規程審議会の改正により、新たに理

事会の議事録を会員の皆様へ開示してまいります

ので、ご覧になりたい方は事務局にお申し出くださ

い。

最後に、私は、厳しい指導、鼓舞、激励は委縮し

てしまいますので、出来れば優しく接して頂ければ

と、お願いいたしますとともに、会員の皆様の、ご支

援、ご協力をお願いいたしまして幹事のご挨拶とさ

せていただきます。

1年間よろしくお願いいたします。

5

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日、新年度初の例会です。ぜひ一年間、理事、

役員、会員の皆様、宜しくお願い致します。新入

会員の小倉一道君、玉川雄君、新村千成君、入

会おめでとうございます。

橋本 日吉 直前会長、辻 彰彦 直前幹事

第３９代入江会長、そして阿萬幹事、今日から出

発ですね。一年間、ご活躍をご祈念申し上げます。

国際奉仕委員会

本年度、国際奉仕プロジェクトについて精査し

進行できるよう頑張っていきます。どうぞご支援

の程お願い致します。

会員増強会員維持委員会一同

小倉様、玉川様、ご入会おめでとうございます。

今年度すでに2名の方々が入会されましたが、もっ

と多くの会員に入会して頂きたいと思っておりま

すので、皆様のご協力宜しくお願い致します。

上田 利久 君、伊藤 英夫 君、石川 健次 君

2016～2017年度、入江公敏会長、阿萬正巳幹

事、新しい年度の船出おめでとうございます。今

年もよろしく。

後藤 定毅 君

入江会長、阿萬幹事、ご就任おめでとうござ

います。一年間ご苦労様ですが、楽しいクラブを

期待しています。よろしく。

郡司 守 君、長野 俊八 君

毎日暑い日が続きます。老人にはこたえます。

失礼して夏場の内は特にラフな格好で出席です

が、お許しください。

梅田 秀雄 君

入江会長、阿萬幹事いよいよですね。健康に留

意し、一年間頑張って下さい。

横澤 創 君

①入江会長、阿萬幹事、一年間宜しくお願いしま

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \33,000 累計 \33，０0０
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す。

②小倉さん、玉川さん、新村さん、入会おめでと

うございます。川名さん、七夕に子分が3人もで

きましたね。おめでとう。

古郡 清 君

入江会長、阿萬幹事の晴れの門出を祝って。一

年間頑張って下さい。

高橋 清 君

入江会長、阿萬幹事の出航です。地域社会に

感銘を与える一年間になりますよう祈願致します。

頑張って下さい。

松崎 正実 君

入江会長、阿萬幹事の一年の無事を祈ってお

ります。

藤田 方己 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。

鈴木 洋子 君

入江会長、阿萬幹事、一年間宜しくお願い致し

ます。

石川 達男 君

入江会長、阿萬幹事、ご就任おめでとうござ

います。一年間期待しております。頑張って下さい。

荒井 純寿 君

本日、七夕が誕生日です。お祝いいただきあり

がとうございます。

北砂 明彦 君

小倉さん、玉川さん、入会おめでとうございま

す。これから宜しくお願い致します。会長、幹事、

一年間宜しくお願い致します。入会記念ありがと

うございます。6年目に入りました。

富澤 克司 君

新年度のスタート、一年間宜しくお願い致しま

す。

野口 宏 君

入会4年目となりました。これからも宜しくお願

い致します。

小倉 一道 君

入会させていただくこととなりました。宜しくお

願い致します。

玉川 雄 君

本日より入会させていただきました。宜しくお願

い致します。

東慶州RC訪問団一同より

先月6月２３～25日、東慶州RC離就任式に参加

してまいりました。その時の余剰金が3,000円あり

ますので、スマイルさせて頂きます。

小栁 智裕 君

入江会長、阿萬幹事、新年度の門出をお祝い

して…。一年間宜しくお願い致します。それから、

玉川さん、小倉さん、入会おめでとうございます。

会長・幹事引継式
7月7日例会開始前に2015年度から2016年度への引継式が行なわれました。

第１回大和中RCゴルフコンペ

7月10日(日）、厚木基地ゴルフ場にて、

第１回大和中RCゴルフコンペが開催されま
した。
会員11名が参加され、優勝者は石川達男

君でした。おめでとうございます。


