
皆さん、こんにちは！先先週の「みんなで ワクワク！

ロータリー」夜間移動例会は、多くの出席有難うご

ざいました。7回の移動夜間例会でしたが、みんな

でワクワク、そして楽しく過ごすことが出来ました。

また今年度のガバナー補佐の志村晶様、そして

次年度ガバナー補佐の石井卓様が出席して頂き、

今年度の御礼と次年度ガバナー補佐の紹介と挨

拶が、ございました。志村AGのお話ですと、1年間

で約120日はロータリー活動で動いていたそうです。

心からご苦労様とねぎらいたいと思います。また石

井次年度AGも大和中が最後の挨拶廻りだそうで、

すでに次年度は動き出した様ですね。ご健闘をお

祈りしたいと思います。

さて、先日の例会でもお話をしましたが、6/14(火)

私の郷里の郡山東ロータリークラブへ、昨年年度当

初高校時代の同窓生佐藤雄三君が我がクラブへ

表敬訪問して頂きましたので、そのお礼として例会

に参加して参りました。たくさんのロータリーアンと

先輩のロータリーアンの方々が、暖かく迎えて頂き

ました。

先日の20日に、手紙と扇子が送られて来ました

ので、ご紹介いたします。

大和市で活躍の橋本日吉様へ 平成28年6月2

0日 郡山東RC 佐藤雄三

47年前、大先輩で一昨年他界しましたが作詞家

の丘灯至夫先生が作詞した「歌手舟木一夫の高

校三年生の歌詞で有名になった我が学び舎」の郷

愁やロータリーアンという接点だけで、郡山東RCの

佐藤雄三君からロータリーの精神性や真の親睦や

中核的価値観の学びと気づきを頂き、ロータリーを

楽しむ尊い体感できた次第です。

今年度のRI会長ターゲットや地区田中ガバナー

のテーマ「もっと役に立つ もっと面白いロータリー」

そして私のターゲット「みんなのために ワクワク楽し

く そして仲間を創ろう！」に正にふさわしい体験をさ

せて頂きました。また今年度は、6Gや4クラブの会

長幹事共、仲良くさせていただき多くの学びと気づ

きを頂きました。今振り返つてみますと会長になって、

初めてロータリーの素晴らしさや魅力が体感できた

次第であります。

又、先週の23日から、姉妹クラブ東慶州RCの恒

例である会長離就任式に、大和中RCの代表として

10名の訪問団で参加して参りました。新会員の川

名さんも参加して頂き親睦をより深めることができ

大変有意義でありました。2日目は、ポスコ製鉄所

の工事見学と2年前に亡くなられた鄭パストカバナー

の息子さんの勤務する、慶州市からの指定業者で
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【 本日のプログラム 】 7月7日 挨拶 「就任にあたり」 入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
【 次回予告 】 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

【 第1815例会 】 平成28年6月30日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 中村 友彦 君
【 ビジター 】 中村 守 様（大和RC）、古谷田 紀夫 様（大和田園RC）
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原嶋、橋本（吉）、引田、池澤、板垣、北島、苗加、
梅野
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ある霊園システムの会社の見学等、今年は大変有

意義でありました。姉妹クラブ友好委員会の高橋

政勝副委員長、会計の小柳さんご足労様でした。

東慶州RCからお土産として、慶州天馬塚の王様の

王冠のレプリカを頂いてきました。大和中からは、会

津塗りの御盆を置物として差し上げてきました。

「一年を顧みて」

橋本 日吉 会長

それでは、「1年間を顧みて」という事ですので、

私の1年を振り返りをしていきたいと思います。

昨年の3月中旬だったと思いますが、会長エレク

ト研修PETSが例年より少し遅れて開催されました。

その時初めて会長の仕事は、18ケ月ですという事

を知りました。その事の意味はあまり理解していませ

んでした。ガバナーの方針が発表されるのを待って

取り急ぎスタート致しました。3月下旬から先ず会長

ターゲットを決め活動方針そしてプログラムと組織

構成・理事役員・各委員長の決定を行いました。今

年は我がクラブの10年後を見据えますと、時代の

転換期に差し掛かって来ていることを憂慮し、クラ

ブリーダーの若返りと会勢増員や会の活性化を喫

緊の課題として方針の中心にして据えて出発いた

しました。

今振り返ってみますと、会長在任期間18ケ月の

意味が分かりました。準備期間に6ケ月がいるとい

う事であります。次年度の入江年度は、流石それを

十分実行されているようです。今後、幹事経験者や

会長ノミニーに回ってくる方は、是非ご参考にして

下さい。

地区のガバナーの方針がPETSの時、発表されま

すがそれらを待ってからでは少し遅いので組織構成

等は、1月に入って早々準備して早めに固める必要

を感じました。そして何回かの次年度予定委員会を

開催して意見を取りまとめ、PETS後、年度方針をか

ため委員会及び理事役員のコンセンサスを取って

いく事の重要性を痛感いたしました。

我がクラブは、ここ数年余り委員長任せで委員

会開催を怠っている傾向でした。私の年度も結果そ

うでありました。今後改めていかなければならない

反省点です。

今年度は、我がクラブの5年・10年後を見据えて、

若干若い回歴の浅い方々への理事役員の登用を

シフトして組織構成をしたため、理事会を含め運営

でスムーズに運べなく、会員の皆さんにご迷惑をお

掛けしたと思います。しかしベテランの皆さんそして

会員の温かいアドバイスや助言を頂き、ある時は叱

咤激励を頂きました。ある時は、折れそうになつた

時もありましたが前半は、運営で精一杯の状況、後

半は少しずつソフトランディングした様な気がしてき

たところで、1年が終わってしまった感がします。然し

乍ら大和中RCのあるべき将来の姿へ向けて、ター

ニングポイントの地点に立てたのではないかと思い

ます。大和中は、次世代へ向けて少しずつ進化のき

ざしのスタートを切れたのだと思います。

年度方針として、「みんなのために…ワクワク楽し

く そして仲間を創ろう！」を掲げさせて頂きました。具

体策としましては、①みんなのために行動しよう！ 楽

しくなる様に積極的にあらゆる機会に参加しよう！

②ロータリーの魅力を高めながら仲間との信頼を

築き、新しい仲間を創ろう！ ③新しい仲間は、学びと

気付きと活力をクラブに与えてくれます。以上の3

点でした。

地域での公共イメージ向上を意識した社会奉仕、

みんなのためにワクワク楽しい親睦活動、自分のク

ラブに留まらず、4クラブや6G会長幹事会の連携し

ての仲間づくり、そして姉妹クラブとの国際交流や

大和中クラブの代表団としての姉妹クラブ友好交

流を通しての親睦と信頼関係等、例会のみでは味

わえない尊い経験をさせて頂きました。まさにこれこ

そがロータリーなのでしょう。そして新しい仲間を創

ろうでは、皆さん如何だったでしょうか。40数名の

仲間をもっと知り得たでしょうか。会長・幹事になっ

て初めて、会員の皆さんの事を知り得る事ができた

と思います。会長幹事の立場は、素晴らしい特典だ

と思います。ロータリーに入会して16年間で一番の
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学びと気付きを得たと思います。

後で、幹事から年間報告がありますが、次の3点

の反省点がございます。今年度は、新しい仲間を創

ろうを重点方針として掲げましたが、私の不徳の至

らないためかコミニュケーション欠如のためか、いま

だにわかりませんが、思う様にいかず頓挫いたしま

した。一番悔いの残し、結果6名の退会者を出してし

まいました。正に意に反したどうにもならない結果

を創ってしまいました。この場をお借りしてお詫び申

し上げます。しかしこの借りは、今後お返ししたいと

思います。自分の会社経営の様には行かない歯が

ゆかさも味わい、ロータリーの難しいところを学ばさ

せて頂きました。然し乍ら2名のすばらしい新会員

(中村会員、川名会員)が、入会して頂きました。私

にとっては6名に匹敵するくらいの尊さを感じていま

す。私の人生の良き思い出になる事でしょう。まさ

に両名から学びと気付きを頂いており感謝でいっぱ

いであります。

又、出席率も75.83%と80%を切ってしまいました。

ロータリーの醍醐味や中核的価値観を体得するに

は、出席やあらゆる行事に積極的に参加すること

の大事さを知ってもらう事も大事です。私も幹事や

会長の立場になって初めて出席の大事さを痛感い

たした次第です。3点目は、スマイルです。7回の夜

間移動例会の為かスマイルが出来ないことがあり、

いつもの130万台に届かなかったことが起因かもし

れません。スマイル委員長の長期欠席もあるかもし

れません。

今一年を振り返りますと、会社経営では無いので

余り100%以上パーフェクトを意気込んで求め無い

方がロータリーは良いのかもしれません。「足るを知

る…」くらいで良いのかもしれません。100%完ぺき

や成功よりも不足や失敗からの学びや気付きがよ

り多くを得られるはずです。ロータリーは、寛容の精

神とアバウト&フアージーくらいがベストかもしれま

せん。

私は、会社で社員たちに機会ある毎によく話して

いる言葉があります。それは、全個一如(ぜんこいち

によ)と言う言葉です。それは「自分は自分、会社は

会社」→「自分と会社は分けることができ無い」 つ

まり組織や会社などの全体と個人の関係は、切り

離す事が出来ないという事実認識が能力発揮の

ベースであること。従って全体の中に部分があり部

分の中に全体があるということ、そして組織と個人

は切り離すとこができ無いこと、一度できた全個一

如関係は、一生切り離せ無いものである。この一年

間、会長を務めさせて頂きロータリーでの全個一如

は如何にあるべきかの宿題を頂きましたので、今後

の自分に課せられた課題として紐解いてみたいと

思います。

最後となりました。一年間、課題の多い1年間で

はありましたが、ロータリーから最高の学びと最高の

気付きを頂きました。私の女房役として、最後の最

後まで時には折れそうな状況もありましたが、最後

の最後まで頑張ってくれました辻幹事に感謝の念

で一杯です。余り接点がなかったもの同士でしたが、

ロータリーは接点を作って頂きました。今後一生の

お付き合いができることだと思います。そして副会

長の高橋清さん、ことある毎に報連相をして、相談

アドバイスを頂きました。この場をお借りしましてお

礼を述べたいと思います。

また理事役員そして委員長の皆さんご協力有難

うございました。数名の委員長さんは、機能いたし

ませんでしたが。そして会員の皆さん1年間ご協力

有難うございました。

最後に、事務局の藤原さん大変ご足労を掛けま

したことにお礼を申し上げます。またアシスタントの

安倍さん、一年間大変お世話になりました。地区へ

出向して頂きました後藤PG、そして5月のソウル国

際大会そして6月の離就任式に参加の協力を頂い

ましたことは会長冥利であり、感謝とお礼を申し上

げます。結びに私の愛読雑誌7月号に掲載されてい

た「有為の人」を読んで終わりにしたいと思います。

有難うございました。

辻 彰彦 幹事

所 属 国際ロ－タリ－

第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 65クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

第２７８０地区ガバナ－ 田中 賢三

第６グループガバナー補佐 志村 昌

１ 会 員 数 年初 43名

現在 39名

入会 2名

（中村 友彦 君、川名 惠美子 君）

退会 6名

（青柳文四郎君、小松利雄君、中島康次郎君

古木勝治君、舘盛道明君、北島照介君）
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１ 出席率 75.83％

１ ゲストビジタ－数 231名

１ 例 会 通 常 34回

夜 間 11回

家族会 2回

取り止め 3回

１ スマイルボックス

目標額 １,５００,０００円

達成額 ７月～６月 １，339，５１０円

達成率 89.30％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ８，６００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～６月 ８，００２.０２ドル

達成率 ９３．０５％

１ 米山記念奨学金

目標額 ８６０，０００ 円

（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～６月 ８１５，０００円

達成率 ９４．７７％

一年間ありがとうございました。
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古谷田 紀夫 様（大和田園RC）
2015～16年度、最後の例会にお訪ねする事が出

来ました。本年度は色々とお世話になりました。世界
大会の際は、お仲間に加えて頂き、ありがとうござい
ました。田園RCの幹事の任も残り12時間となりまし
た。今後も宜しくお願いします。
中村 守 様（大和RC）
今季の最終例会にお邪魔しました。1年間お世話に

なりました。国際大会では、焼肉に誘って頂き、ユッケと
レバ刺しを食べる事が出来ました。ありがとうございま
した。
橋本 日吉 会長

一年間、ワクワク楽しく！ ご協力ありがとうございま
した。感謝です。
辻 彰彦 幹事

一年間、皆様のご指導のもと無事に終える事がで
きました。ありがとうございました。
髙橋 政勝 君

先日は、東慶州RC会長離就任式には多数の参加あ
りがとうございました。友好と親善を深めて来ました。
髙橋 清 君
橋本会長、辻幹事、一年間の航海ご苦労様でした。

みんなのために そしてワクワクした楽しいロータリーの
活動ができましたね。これからも地域社会に奉仕の輪
を広げて貢献をして下さい。
梅田 秀雄 君

橋本日吉会長、辻彰彦幹事、一年間ありがとうご
ざいました。当分の間、寂しさが続きますが、そのうち
に慣れますよ。
松崎 正実 君

会長、幹事、会員の皆様、一年間ご苦労様でした。
ありがとうございました。
入江 公敏 君、阿萬 正巳 君

橋本会長、辻幹事、一年間ご苦労様でした。本日以
降も、まだ引継ぎがありますので宜しくお願い致しま

す。
後藤 定毅 君
橋本会長、辻幹事、一年間ご苦労様でした。クラブ

の歴史に残る会長幹事でした。これからもクラブのた
めに宜しくお願い致します。
上田 利久 君
橋本日吉会長、辻彰彦幹事、一年間ありがとうご

ざいました。例会に出席すると、少し元気になった様な
気になります。感謝。
横澤 創 君
橋本会長、辻幹事様、一年間ご苦労様でした。しば

らくは羽を休め、英気を養って下さい。ありがとうござ
いました。
古郡 清 君
橋本会長、辻幹事、一年間お疲れ様でした。

番 桂柳 君
橋本日吉会長、辻彰彦幹事、一年間お世話様でし

た。
藤塚 勝明 君
①橋本会長、辻幹事様、一年間の任務を無事に終え
られる事に心より感謝とお祝いを申し上げます。ご
苦労様でした。

②姉妹クラブ訪問団の皆様、大変お疲れ様でした。
岸 幸博 君
橋本日吉さん、一年間ご苦労様でした。

石川 達男 君、北砂 明彦 君、富澤 克司 君
橋本会長、辻幹事、一年間お疲れ様でした。立派に

乗り切りましたね。古谷田さん、中村さん、ようこそお
越し下さいました。ありがとうございます。
川名 惠美子 君
韓国へご一緒の皆様、お気遣いありがとうござい

ました。楽しかったです。ご餞別、ご有志の方々、あり
がとうございました。

スマイルボックス 神作 彰 副委員長 本日 \42,000 累計 \769，０5０


