
【入会式】

会員の選挙により、今月から、新村千成君は、会

員に選ばれました。よって本日入会式を行います。

新村 千成 君 （有）新和通商 代表取締役

職業分類 運送業

推薦者 神作 彰 会員、入江 公敏 会員

カウンセラー 神作彰会員

所属委員会 親睦活動委員会

それでは、推薦者からのご紹介とバッジを後藤Ｐ

Ｇから着けていただき、手帳・綱領・4つのテストボー

ドをお渡し、ご本人のご挨拶をお願いいたします。

2016規定審議会については、既に決定報告書

が届いております。可決された案件については、201

6年7月1日より、すべて有効となりますが、8月15日

までに立法案反対表明書を提出することで、採決

された制定案にクラブとして、反対の意思表示を表

明することができます。反対票が全体の５％に達し

た場合は、その制定案のみ遡って、一時保留となり

ます。この件につきましては、本日の理事会で協議

し、7月21日次週会長の時間で、主な変更事項や

変更の必要性について改めてお話し、8月4日の理

事会で、審議したいと思います。会員の皆さんでご

意見のある方は、8月3日までに会長幹事まで書面

により、お申し出下さい。

さて、本日は第一回クラブ協議会です。クラブ協

議会は、クラブのプロジェクト、活動、その他の取り

組みについて話し合うために、クラブ役員、理事、

各委員長、全クラブ会員が出席する協議会です。

本日は、「年度初めにあたり」です。先週の「就任に

あたり」の挨拶の中で、本年度の目標として、例会

を中心に語り合いを重視し、奉仕に汗をかき、各目

標達成の為、実行計画や予算の進捗管理を徹底

し、みんなで前に、楽しく進もう。とお話し致しました。

本日は、そのベースとなる今年度の活動方針・実施
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【 本日のプログラム 】 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
【 次回予告 】 7月24日 移動例会 「サザンビーチ地引網」

【 第1817例会 】 平成28年7月14日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 中村 友彦 君
【 ビジター 】 宮東悠様、伊藤健司様（大和RC）、江成陽一様、今井均様、大矢成行（座間RC）

大矢英明様、小島政滋様、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 7名(敬称略)

42名 31名 81.58% 77.78% 10名 原嶋、引田、池澤、苗加、小倉、玉川、富澤

会長の時間 入江 公敏 会長

1822号



計画について、各委員長より、ご説明頂き、是非、

活発な協議にし、本年度の運営に反映したいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

地区3クラブに座間ロータリークラブを加えた4ク

ラブは、持ち回りで合同の事業や例会を開催して

おりますが、今年度は、賀詞交歓会、ゴルフも含め、

一時お休みとすることに、4クラブの会長・幹事で

決めました。尚、協力は、従来通り行いますので、要

請があった場合には、理事会で審議していきたいと

思います。

【表敬訪問】

①本日例会終了後、理事役員会を開催します。

②本日１８時３０分から北京飯店に於いて直前会長

幹事ご苦労さん会を行います。

③次週7月24日、茅ヶ崎サザンビーチでの地引網

は移動例会となります。２８日は振替休会になりま

すので、お間違えのないようお願いいたします。

④7月8日 厚木RC担当で第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会が

開催されました。議長の石井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐から、２０１

６規程審議会での立法案に反対がある場合、各

クラブでの反対意見表明の方法について、青少

年交換プロジェクト第６グループ内のホストクラブ

への支援について等が議題に挙がりました。その

他クラブに対して会員増強純増１名、ロータリー財

団への寄付金０の会員を無くして欲しい旨等を

話されておりました。

⑤７月３０，３１日開催される大和阿波踊りに、梅田パ

スト会長のご厚意により、渡辺園本店の桟敷席

を１７時から解放して頂けますのでご利用ください。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

配偶者誕生日 玉川 みどり 夫人 7月16日

創業記念日 髙橋 清 君 7月17日

石川 達男 君 7月20日
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委 員 会 報 告

幹事報告 阿萬 正巳 幹事

大和ロータリークラブ

会長 宮東 悠 様、幹事 伊藤 健司 様

座間ロータリークラブ

会長 江成 陽一 様、幹事 今井 均 様

大和田園ロータリークラブ

会長 大矢 英明 様、幹事 小島 政滋 様



「年度始めにあたり」

入江 公敏 会長、阿萬 正巳幹事

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasg

SNNhxey9hIu0osd
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宮東 悠 様、伊藤 健司 様（大和RC）
入江会長を始めとする親愛なる大和中RCの皆

様、一年間どうぞ宜しくお願いします。
江成 陽一 様、今井 均 様（座間RC）
皆様、こんにちは。今年一年間宜しくお願いし

ます。
大矢 英明 様、小島 政滋 様（大和田園RC）
本日は、年度始めのご挨拶に参りました。一年

間ご指導、ご協力の程お願い致します。
大矢 成行 様（座間RC）
大和中クラブの皆さん、こんにちは。本日もお

世話になります。
河西 正彦 様（大和田園RC）
新年度となり、新しい会長、幹事様、並びに新

役員の一年間の御活躍に期待します。本日は、宜
しくお願い申し上げます。
入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
本日は、大和RC宮東悠会長、伊藤健司幹事、

座間RC江成陽一会長、今井均幹事、大和田園R
C大矢英明会長、小島政滋幹事、ようこそ我がク
ラブへお出で下さいました。一年間宜しくお願い
致します。大和田園RC河西様、座間RC大矢様、
ようこそいらっしゃいました。楽しんで行って下さい。
新入会員の新村千成君入会おめでとうございま
す。理事役員、委員長、会員の皆さん、本日のク
ラブ協議会宜しくお願い致します。
横澤 創 君
大和クラブ宮東会長、伊藤幹事、座間クラブ江

成会長、今井幹事、大和田園クラブ大矢会長、小
島幹事、ようこそいらっしゃいました。
橋本 日吉 直前会長
大和RC、大和田園RC、座間RCの会長、幹事様、

ようこそお出で頂きました。一年間の御活躍をお
祈り申し上げます。
石川 達男 君、北砂 明彦 君
大和RC、座間RC、大和田園RCの皆様、大和中

の例会へようこそお出掛け下さり、ありがとうご
ざいます。一年間頑張って下さい。
後藤 定毅 君
①大和クラブの宮東会長、伊藤幹事、座間クラブ
の江成会長、今井幹事、そして大和田園の大矢
会長、小島幹事、ようこそ我がクラブへお越し
下さいました。一年間ご指導をお願い致します。

②新会員の新村さん、小倉さん、玉川さん、入会
おめでとうございます。ぬる目のお風呂に入る
ようにロータリーを楽しんで行きましょう。宜しく
お願い致します。

新村 千成 君
今日から入会させて頂きます。皆様、宜しくお願

い致します。
古郡 清 君
新村さん、ようこそ我がクラブに…。居心地の

良いクラブです。
神作 彰 君
新村さん、入会おめでとうございます。RCゴル

フコンペで3位に入りました。スコアは別です。小栁
さんありがとう。
髙橋 政勝 君
孫娘（高校3年生）がリベート（英語）大会に日

本代表として世界大会に出場しました。3回戦で
敗退でした。英語圏にはかないませんでした。
高橋 清 君
創業記念のお祝い頂き、ありがとうございます。

ゴルフ同好会
7月10日11名の参加で、第1回ゴルフコンペを

開催いたしました。大変楽しい会となりました。次
回も宜しくお願いします。
会員増強、会員維持委員会
新村さん、入会おめでとうございます。一緒に

楽しくやりましょう。今日はお客様が多く、賑やか
でいいですね。

第1回クラブ協議会

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \24,000 累計 \57，０0０

7月24日（日）移動例会
茅ヶ崎差サンビーチ地引網 横断幕
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直前会長・幹事 ご苦労さん会

7月14日（木）18時30分より 北京飯店にて

乾杯の挨拶 岸 幸博 パスト会長

花束贈呈

前会長章、前幹事章の贈呈

橋本 日吉 直前会長、辻 彰彦 直前幹事、一年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。


