
本日は、まず大和中ロータリークラブ青少年育成

基金2016-17年度についてです。基金運用基準に

よりまして、当クラブ青少年育成基金委員会が厳正

に事前審査を行い、8月4日の理事役員会にて、承

認されましたので、今回の申請学校であります大和

引地台中学校に、希望額であります30万円を寄贈

いたします。尚、基金は、「部活動支援金」、「進学時

緊急支援金」、「ミストシャワーの設置費用」にあて

られます。

それでは、大和市立引地台中学 伊澤秀夫校長

からご挨拶がございます。

続きまして、新入会員の入会式を行います。本年

度4人目の新入会員です。会員の選挙により、9月1

日から、会員に選ばれました。

紹介も私から行います。名前

竹野国敏君 今月48歳に成

られたばかりです。㈱ヴィレッ

ジ 取締役法人事業本部長

職業分類 電気器具小売業

携帯電話の販売店を経営なさっております。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、バッジをせっかくですから佐野ガバナー

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。

さて、台風１０号は、東北・北海道に甚大な被害を

もたらしましたが、日本は災害の多い国です。本日
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【 本日のプログラム 】 9月8日 卓話 「パソコンとタブレットのビジネス活用について」 小林 俊夫 様
【 次回予告 】 9月15日 卓話 「最近の中国金融情勢と中国における銀行取引」 横浜銀行 田渕 裕之 様

【 第1823例会 】 平成28年9月1日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 野口 宏 君
【ゲスト】 佐野 英之 様（秦野RC）、石井 卓 様（厚木県央RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

43名 34名 89.47% 81.08% 10名 原嶋、引田、池澤、苗加

会長の時間 入江 公敏 会長

1828号



は防災の日ですが、今から93年前の今日、1923年

9月1日午前11時58分、関東大震災が起こりました。

マグニチュード7.9 、震源地は、相模湾西部沿岸。

昼食時と重なり各地で火災が起こり、被害を一層

大きくしたようです。全壊全焼家屋57万戸、被災者

総数34万人、死者・行方不明者は、10万人を超え

ました。東京ロータリークラブが創立して3年目、まだ

定款・細則の関心が薄く、出席率も心もとない会

員にとって、ロータリー活動を認識させることになっ

たのが、皮肉にもこの関東大震災でありました。

被害の状況は、全世界に伝わり、ただちに国際

ロータリー連合会からＲＩ会長の見舞い電報とともに

2万5千ドルの義捐金が送られてきました。さらに、シ

カゴ・ロータリークラブをはじめ、世界17か国、503ク

ラブからも義捐金や救援物資が届けられました。義

捐金総額は8万9千ドルに及びました。円の価値を

物価から見ると、今の620分の１、為替が良くわかり

ませんが、すごい金額が送られてきたわけでありま

す。ロータリアンは言うまでもなく、被災者の人々は

ロータリーの関心を高めたようです。東京ＲＣは、国

際ロータリー連合会から送られてきた義捐金をもと

に東京・横浜の被災小学校188校に備品を送り、

殉職警官の遺族にも見舞金を届けました。不幸な

災害の中で、ロータリー活動の意味と力を改めて認

識させられ、東京ＲＣの会員は奉仕の喜びを身をもっ

て体験されたようです。東京ＲＣは、11月の例会で

米山梅吉氏が震災復興に会員がこぞって努力をさ

さげ、さらなる会員間の協調と親睦を図ることを確

認し、それまで月1回の例会を週１回に開催すること

を提案し、直ちに実行に移されました。また東京ＲＣ

が東京孤児院内に一棟新築して贈った「ロータリー

ホーム」の開館式に会員の６割が家族を伴って出席

し、これが日本のロータリー家族会の始まりです。私

は、奉仕について、プロではありませんが、この話を

聞き、我々の行う小さな奉仕であっても、会員が努

力をして準備をし、実行することから、会員間の協

調と親睦が生まれ、また、ＲＣもこの幾度かの経験

により成長してきたのは、事実だと思います。尊い犠

牲者の皆様の冥福を祈ると共に、先人たちの偉業

に、誇りを持ちたいと思います。防災の日として忘れ

ないのと同じように。

①本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です。時間延長をご了承

願います。

②10/16地区大会は大和からマイクロバスを出しま

す。

③次週9月8日、9月度理事役員会を例会終了後に

開催致します。

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

配偶者誕生日 藤塚 昭子 夫人 9月2日

創業記念日 後藤 定毅 君 9月1日

引田 俊一 君 9月1日

玉川 雄 君 9月1日

皆出席のお祝い

皆出席５年 北砂 明彦 君
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事

委 員 会 報 告



「ガバナー公式訪問」

～佐野英之ガバナーを迎えて～

RI第２７８０地区ガバナー 佐野 英之 様

第６ガバナー補佐 石井 卓 様
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第３回クラブ協議会



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

SRU38-xP8TSiJlA
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佐野 英之 様（秦野RC）

今日から9月、台風が先月は２回襲来、そして本

日熊本で地震と、防災の日。本日は公式訪問に

来ました。宜しくお願い申し上げます。

石井 卓 様（厚木県央RC）

本日は、佐野ガバナーのお伴で参りました。大

和中RCの皆様、宜しくお願いします。

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日は、国際ロータリー第２７８０地区佐野英之

ガバナー、同第６グループ石井卓ガバナー補佐、よ

うこそお出で頂きました。本日は、どうぞ宜しくお

願い致します。竹野国敏様、本日入会おめでとう

ございます。

後藤 定毅 君

①佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、公式訪問ご

苦労様です。残暑厳しい中、お身体気をつけて

お過ごしください。本日は宜しくご指導をお願

い致します。

②梅田さん、母校作新学院の54年ぶりの優勝お

めでとうございます。梅田さんの青春時代八木

沢、加藤投手で初めての春夏優勝を遂げたこ

とを改めて思い出しました。

③創業記念のお祝いを戴き、ありがとうございま

す。災害は忘れた頃にやって来るという震災記

念日の今日、初心を忘れず商売に励みたいと

思います。

伊藤 英夫 君、上田 利久 君、番 桂柳 君

お暑いですね。佐野英之GN、公式訪問宜しく

ご指導下さい。大和中RCも39年目、私達年寄組

は外野の方から応援してます。

横澤 創 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、本日は公式

訪問例会にお越し頂き、ありがとうございます。

ご指導を宜しくお願いいします。

藤塚 勝明 君

①佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、猛暑の中、

ご訪問頂きありがとうございます。本日は、ご

指導を宜しくお願い致します。

②女房殿は72歳になります。誕生日のお祝いを

ありがとうございます。

橋本 日吉 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、本日はよう

こそお出で頂きました。宜しくご指導下さい。

古郡 清 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、ようこそ。本

日は宜しくお願い致します。

石川 健次 君、鈴木 洋子 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、公式訪問宜

しくご指導お願いします。竹野国敏さん、入会お

めでとうございます。末永く宜しくお願いします。

辻 彰彦 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、ようこそ大

和中RCへお越し下さいました。実り多き公式訪問

楽しみにしております。

北砂 明彦 君

佐野ガバナー、石井ガバナー補佐、本日は宜し

くお願い致します。皆出席祝い、ありがとうござい

ます。これからも、出席を意識し、友情を深めて参

りたいと思います。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \22,000 累計 \149，０0０


