
皆さん、こんにちは。本日は「年度終了にあたり」

の第7回クラブ協議会となります。

若干時間が延長するかも知れません。できる限り

皆さんのご協力で時間内に終わらせたいと思って

おります。宜しくお願い致します。今年一年間の活

動の振り返りをしてまた次年度に活かしていかれた

らと思っておりますので、宜しくお願い申し上げま

す。

また今月は、ロータリー親睦月間であります。先週

の例会では、後藤PGから卓話を頂き、改めてロータ

リーの素晴らしさ、親睦とは…ロータリーの例会への

出席の重要性について語っていただきました。今日

の例会を入れてあと3回です。姉妹クラブ東慶州RC

離就任式へ参加の皆さんは、あと4回ロータリーの

親睦をenjoy出来ます。私はあと1回プラス(6/14郡

山東RCへ表敬訪問お礼へ)5回ロータリーの親睦を

楽しみたいと持っております。

皆さん、みんなのために ワクワク楽しく そして仲

間を作りましよう。

ロータリー財団寄付金表彰

ポールハリスフェロー

阿萬 正巳 君、辻 彰彦 君、

マルチプルポールハリスフェロー

古郡 清 君（＋4）、長谷川 清 君（＋3）、

橋本 日吉 君（+2）
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【 本日のプログラム 】 6月16日 夜間移動例会 「みんなでワクワク！ロータリー」 会場 北京飯店
【 次回予告 】 6月30日 挨拶 「一年を顧みて」 橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事

【 第1813例会 】 平成28年6月9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

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

42名 30名 78.95% 77.50% 11名 原嶋、橋本（吉）、引田、池澤、岸、北島、梅野

1818号

会長の時間 橋本 日吉 会長



①6/16(木)夜間例会に、志村ＡＧ及び石井ＡＧエレ

クトが引継ぎのため訪問されます。

②本日は「年度終了にあたり」の最終クラブ協議会

です。各部門理事役員及び委員長の方は、よろ

しくお願い致します。

③理事役員の方は、本日19:00より今年度の反省

会及びご苦労様会を銀座通りイシムで行いたい

と思いますのでご出席をお願い致します

④6/16の例会は、北京飯店での夜間例会となりま

すので、多くのご出席をお待ち申しております。

⑤6/23は、東慶州RC会長離就任式参加の為、取

りやめ例会となりますので宜しくお願い致します。

⑥6/30は、「一年を顧みて」の最終例会となります

ので、皆さんのご出席のご協力を宜しくお願い

致します。

⑦6/15(水)14:30～16:30、2016年規定審議会報

告会が開催されますので、次年度会長・幹事及

び次年度クラブ研修委員長・次年度情報委員長

は、出席をお願い致します。

理事会報告

新会員の件ですが、先日の理事会にて会員資

格の条件が承認された3名の被推薦者に対し、橋

本会員増強委員長と長野会員選考委員長より会

員選考及び職業分類をご提示頂きました。その後、

理事会決定となり本日、クラブ発表させて頂きます。

何卒、よろしくお願い致します。

地引網を楽しもうプロジェクト 藤田 方己 君

7月24日（日）、地引網を楽しもう会が行われま

す。場所は茅ヶ崎サザンビーチです。皆様のご参加

をお願いいたします。

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 後藤 定毅 君 6月11日

配偶者誕生日 長野冨美子夫人 6月9日

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 横澤 創 君 6月13日

上田 利久 君 6月23日

伊藤 英夫 君 6月23日

「年度終了にあたり」

橋本 日吉 会長・辻 彰彦 幹事

会計 石川 健次 君

①一般会計予算

今年度のクラブ会計は概ね順調に推移してきた

と思われますが、残念ながら今年度末で退会者さ

れる方が数名おられます。そのため、次年度からは

クラブ運営の安定感を増やすためには、例年以上

に会員増強に取り組まなければと考えています。先

の規定審議会の変更を受け、わがクラブでも入会

金が廃止されることになりましたが、今後は入会金

が計上できないことで、より現実的な予算を組む必

要があると思われます。

②奉仕会計予算

前年度のスマイル金額が活動予算の基礎です

が、肝心のスマイルボックスの進捗率がやや振る

わないようです。基本例会が少なく移動例会や取

止め例会が多いと、スマイルを集める機会が減少し、

金額の積み上げができなかった面が原因の一つに

あると思われます。次年度の奉仕会計に関わること

なので、この点は再考が必要だと思います。支出

の部では、ＣＬＰに伴う奉仕プロジェクトの括りが、

支出の際の混乱を生み出しているのかも知れませ

ん。

③周年事業積立金会計

順調に積み立てています。

④青少年育成基金会計

今年度も30万円の支出がありましたが、安定し

た収入財源がない基金なので、今後も支出を継続

できるのかという心配があります、

⑤別途繰越金会計

特にコメントはありません。

クラブ運営委員会 高橋 清 委員長

会長ターゲットであります「みんなのために…ワク

ワク楽しくそして仲間を創ろう」を目標に、各委員会

との連携を密にして活動して参りました。各委員会
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の活動が充実して、会員相互の親交に大きく役立っ

たものと思います。各委員長、委員の皆様のご協

力に心から感謝申し上げます。

クラブ会報委員会 石川 達男 委員長

クラブ会報委員会は会長ターゲット「みんなのた

めに…ワクワク楽しくそして仲間を創ろう」にのっと

り、会報制作に取り組んでまいりました。毎週の例

会や家族例会などの行事に写真を多く掲載し、会

報を発行いたしました。また、例会の卓話や会報の

内容をネットにアップいたしました。多少なりとも大

和中ロータリークラブの認知度の向上に繋がった

のではないでしょうか。

親睦活動委員会 長谷川 清 委員長

担当例会としては、12月のクリスマス家族例会と

4月の観劇を催させて頂きました。この２回の例会

については特にご家族の皆様に大勢ご出席いただ

くことを第一に考えまして、開催場所等を設定しま

して、あのような形にて設営させていただきました。

結果、多くのご家族様にご参加いただくことが出

来たと考えております。一点だけ心残りは、歌舞伎

のチケットのことなのですが、予算の関係でどうし

ても良い席を取ることが出来ず、３階席での観劇と

なってしまいました。贅沢を言っても仕方ないのです

が、せっかくの機会でしたので良い席をご提供した

かったです。

夜間例会におきましては、懇親会の部分を設営

させていただきました。正直、当初はこんなに何回も

夜間例会の設定があると思っていなかったので、

同じような事ばかりやっていたようで申し訳ござい

ません。

年間の予算の執行状況につきましては、皆様の

ご協力を頂きまして、年間トータルでは予算内に収

めることができました。この一年のご支援、ご協力

に感謝申し上げます。

出席委員会 阿萬 正巳 委員長

副委員長に岸さんになっていただき、一年間出

席報告と皆出席の表彰を行ってまいりました。活動

方針に掲げた、各委員会と連携して会員の皆様の

出席を促すという点では、出席委員会として活動で

きず、事務的な活動になってしまいました。一年間あ

りがとうございました。

会場監督（SAA） 小栁 智裕 委員長

２か月ごとに席替えを行いました。例会の食事に

ついて、週替わりで、北京飯店、海山、助左より行い

ました。担当メンバーの協力、会員皆様のご協力を

頂きまして、無事一年間例会進行が出来ました事を

感謝いたします。

奉仕プロジェクト委員会 北砂 明彦 委員長

松風園の「子ども達が笑顔になる」、また「保護

者やご家族の方が笑顔になれる」をテーマに、さか

なクンの映画をイオンシネマつきみ野にて観賞して

頂きました。映画館デビューの子ども達がほとんど

で、非常に喜ばれたのが印象的でした。

交通安全教室も年々参加者が増えてきており、

安定した事業になりつつあります。これも、大和自

動車学校様の全面協力があってのことでした。

職業奉仕委員会 北砂 明彦 君

大和式礼様に会場を提供していただき、地域の

方々に落語を楽しんでいただきました。当日、おれ

おれ詐欺防止のメモ帳も配布し、喜ばれました。ま

た、大和警察におれおれ詐欺防止のメモ帳を寄付

し、市内での防止に効果をあげているとの言葉もい

ただいております。

姉妹クラブ友好委員会

髙橋 政勝 副委員長

実施計画では、2016年６月23日～25日、東慶州

RC会長離就任式に公式訪問して参ります。今回は

11名のメンバーです。更なる友好と親睦を深めて

参ります。特に今回は東慶州RC会員の事業等の

訪問をしてきます。

2015年11月19日～21日に東慶州RC16名が来

訪されました。手作りの歓迎をいたしました。友好と

親睦が図られました。

ロータリー財団委員会 富澤 克司 委員長

ロータリー財団では、寄付のお願いを一年を通し

て皆様にさせて頂きました。後半は委員会副委員長
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梅田さん、他メンバーのお陰をもちまして93％を達

成することが出来ました。皆様ご協力ありがとうご

ざいました。

青少年育成基金委員会

髙橋 政勝 副委員長

青少年育成基金運用基準に基づき実施をいた

しました。今年は3年目となります。今年度は大和市

立上和田中学校が、この基金を受けて頂きました。

後で報告がありますので宜しくお願いします。

公共イメージ委員会 辻 彰彦 副委員長

活動方針に示した通り、各委員会と連携を図り、

ロータリーの認知度向上を目指しました。主に奉仕

プロジェクト委員会と共に活動内容をFM大和、JC

OMおよび地域新聞等に紹介をし、広く行事内容

の広告をさせていただきました。また、2月21日には、

ロータリーデーとして大和市内のクリーンキャンペー

ンを実施いたしました。大和中RCの奉仕プロジェク

トの歴史もまとめあげ、次年度以降も活用いただけ

ましたら幸いです。
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橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事

皆様、こんにちは。本日は、今年度最終のクラ

ブ協議会です。「年度終了にあたり」です。宜しく

お願い致します。

上田 利久 君、伊藤 英夫 君

38年目の入会記念日のお祝いを頂き、ありが

とうございました。夢のようです。これからは外野

の方から応援します。

後藤 定毅 君

元気で誕生日を迎えることが出来ました。友人

や知人がどんどん亡くなる年齢になりました。何

時まで皆さんとロータリーを楽しめるかわかりませ

んが、元気な限り頑張りたいと思います。ありがと

うございました。

川名 惠美子 君

後藤さん、お誕生日おめでとうございます。

長野 俊八 君

①家内の誕生日を祝って頂きありがとうございま

す。

②創業50数年になりました。もうちょっと頑張っ

てみます。

阿萬 正巳 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。

石川 達男 君

先日の4ロータリー合同コンペでスコアは悪かっ

たのですが、運に恵まれ、３位に入賞しました。クドー

のお菓子を貰って少し嬉しかったので、スマイルし

ました。参加した皆様に感謝です。

横澤 創 君

入会記念のお祝いありがとうございます。「山

深き 平家の落人 隠れ里 明治の世まで 人知

れず佇む」先日、旧友と山梨県の秘湯に行きまし

た。その折、秘湯の奥に入った所の平家落人部

落を訪ねました。明治の時代に発見されたそうで、

世の中、不思議なことがあるもんですね。

スマイルボックス 神作 彰 副委員長 本日 \11,000 累計 \714，０5０

６月１４日（火） 郡山東ロータリークラブ表敬訪問


