
本日は、まず残念な話をしなければなりません。
パスト会長であります山崎賢二会員が、一身上の
都合により、今月末をもって退会したい。との申し出
があります。以前にも話があり、理事会でお話しさ
せております。会長幹事や親しい方から慰留に努め
ましたが態度は硬いようです。ご本人の都合で今
月中の退会の挨拶は、できませんので、あらためて
設けたいと考えます。

さて、12月11日日曜日に職業奉仕の第二弾とし
て、奉仕プロジェクトとしては、第四弾目の事業であ
ります「交通事故撲滅大作戦」と銘打った交通安
全教室が開催されました。本年は、大和中ＲＣ単体
での事業でしたが大和市、大和市社会福祉協議会、
大和商工会議所の後援、神奈川県警、大和市自
治会連絡協議会、大和市子供会連合会、神奈川
県トラック協会他沢山の協力団体の協力により取
り組み、来場者は、最近の倍以上の3,206名の大盛
況でした。大和署の交通次長のお話によると、交通
安全教室としては、県下でもこれだけの規模のもの
はないとのことでした。当クラブの奉仕事業がここ
まで大きなものになったことを含め、皆さんに改め
て御礼申し上げます。また、寄付等につきましては、
総額15万円弱を社会福祉協議会半分とロータリー
財団100周年事業でありますので、ロータリー財団
に704.97ドル寄付いたします。
さて、本日は、第5回クラブ協議会「半期を終えて」

であります。各委員長に於かれましては、案内の通
り、活動計画書を、読むだけでなく、変更となったも
のや、実際に行った上での問題点、があればお話
しいただき、会員の皆さんに意見・感想をお聞きい
ただければと思います。このことは、後半に向けて
の判断材料としてだけではなく、次年度の活動計
画を作る上での大変重要な情報となります。是非、
委員長及び会員の忌憚のないご意見・要望・感想
をお聞かせ願いたいと思います。
本年度、会長ターゲットは、運営方針記載の通り

であります。私は就任の際いくつかの約束をさせて
いただきました。まず、「語り合い」です。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。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、語り合い学ぶことそこに力を入れました。
次に「汗をかき」です。ジョン・Ｆ・ジャームＲＩ会長は、

「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。7月から国際奉仕主催の地引網には
じまり、しらかし会映画鑑賞、迎賓館見学、交通事
故撲滅と半期に4つの大きな汗がかけました。
そして「みんなで前に楽しく進もう」では組織体

制を変更いたしました。中でも、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推奨の委員会ではなく、
ＣＬＰにより集約対象の委員会です。第6グループで
は、9クラブ中、出席委員会が残っているのは、大和
クラブだけです。また2780地区内でもほとんど残し
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【 本日のプログラム 】 12月22日 夜間移動例会 「年忘れお楽しみに例会」 会場 助左
【 次回予告 】 1月12日 年始挨拶 「年頭にあたり」 入江 公敏 会長

【 第1836例会 】 平成28年12月15日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 野口 宏 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)

43名 31名 81.58% 81.58% 10名 古郡、原嶋、引田、池澤、板垣、石川（達）、小栁

会長の時間 入江 公敏 会長
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ていません。Ｅクラブを除く出席率第一位の大和田
園の大矢会長の言葉を借りれば、「出席委員会が
一生懸命出席報告をしても出席率は上がらない。
会長幹事をはじめ、各委員会が例会・行事を楽しく
行うことが重要である」とお話しされました。今年
度は、出席を奨励すべき会長幹事が、例会を楽しく
する努力を行い、出席委員会のあった前年の半期
出席率75.97％が、84.61％となり、8.63％上回るこ
ととなりました。いずれにしろ後半についても、撤収
の合図がでるまでは、設営する。すなわち、6月最終
例会まで全力を挙げてまいりますのでよろしくお願
いいたします。

①次週12月22日は夜間移動例会となります。
②来年2月19日開催のＩＭの出欠名簿を回覧いたし
ます。

③地区から来年アトランタで開催される国際大会
の当クラブ参加予定人数の報告を言われており
ますので、参加予定の方は幹事又は事務局まで
お知らせください。

④本日例会終了後、第6回定例役員理事会を開催
致します。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 苗加 真敬 副委員長

会員誕生日 山崎 賢二 君 12月18日
引田 俊一 君 1月1日
松崎 正実 君 1月4日

配偶者誕生日 小倉 久美子 夫人 12月18日
辻 明美 夫人 12月30日
石川 小百合 夫人 1月1日
橋本 絵里奈 夫人 1月11日

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ① 鈴木 洋子 君 12月25日
原嶋 賢一郎 君 12月25日
入江 公敏 君 12月25日
引田 俊一 君 12月25日
苗加 真敬 君 12月25日
板垣 克浩 君 12月25日
川名 惠美子 君 12月25日

結婚記念日 野口 宏 君 12月23日
梅野 房子 君 1月7日

創業記念日 原嶋 賢一郎 君 12月20日
入会記念日 藤田 方己 君 1月1日

山崎 賢二 君 1月6日
鈴木 洋子 君 1月8日

皆出席のお祝い 阿萬 正巳 幹事
皆出席35年 松崎 正実 君

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 ジョン．F．ジャーム
第２７８０地区ガバナ－ 佐野 英之
第６グループガバナー補佐 石井 卓

１ 会 員 数 年初 39名
現在 43名
入会 4名（新村千成君、小倉一道君、

玉川雄君、竹野国敏君）
退会 0名

１ 出席率 ８４．６１％
１ ゲストビジタ－数 ２９０名
１ 例 会 通 常 18回

夜 間 2回
家族会 1回
取り止め 3回

１ スマイルボックス
目標額 ８７０,０００円
達成額 ７月～１２月 ３５６，１０３円
達成率 ４０．９３％

１ ロ－タリ－財団
目標額 ８，４００ドル（１人あたり＄２００）
達成額 ７月～１２月 ４，０７０.５９ドル
達成率 ４８．４６％

１ 米山記念奨学金
目標額 ８４０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）
達成額 ７月～１２月 ６６０，０００円
達成率 ７８．５７％

２０１６年１２月１４日現在

「半期を終えて」 入江 公敏 会長

クラブ協議会では、クラブや各委員会およびプロ
グラムについて発展的に連絡、調整、協議する重要
な会合であります。大和中RCでは、内規第４項によ
り、全会員の出席が要請されていますのでご承知
おきください。

会 計 鈴木 洋子
一般会計について、通期見通しとしては、収入は、

ビジター費のマイナスを年会費で、ほぼカバーしてい
ます。支出は例会費100千円、慶弔費27千円の計
画費増を他の項目でカバーできる見込みです。よっ
て、後期、年会は予定通り、5千円の削減は可能で
あります。予備費362千円は余剰となる可能性が高
いと考えます。奉仕会計について収入の部のスマイ
ルが弱い状況です。支出については、ほぼ予定通り
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に推移しております。周年記念事業・青少年育成基
金・別途繰越金については、計画通りに推移してお
ります。

管理運営委員会 担当役員 横澤 創
第６グループ新入会員研修会について、阿萬副

委員長、クラブ研修については、橋本日吉情報リー
ダーから各々が発表いたします。

クラブ研修委員会 阿萬 正巳 副委員長
入会3年未満の会員を対象に「第６グループ会員

セミナー」に当クラブから4名参加致しました。第２回
は3月17日に行われ、第３回は藤沢で開催予定となっ
ております。３回出席した会員は表彰される予定で
す。厚木のクラブを中心に開催された第１回の研修
会は、盛況で会場に入れない会員が出る状況でし
た。次回は大和地区の3クラブが中心として行いま
す。

情報リーダー 橋本 日吉
入会3年未満の会員10名を対象に、2月にクラブ

研修（炉辺会議）開催を予定いたします。1月に対
象者（10名）へ資料を配布し、前もって読んで頂き、
2月の炉辺会議で、資料の感想や気づいたこと、ま
た今後わがクラブとして、時代適応したら良いか等
の意見を出し合い、今後の活動へ反映させていきま
す。

プログラム委員会 神作 彰 委員長
会長のターゲット、「語り合い、汗をかき、みんなで

前に、楽しく進もう」の元、各界の地域で活躍して
いる人々から知識を学び、親睦を育むプログラム内
容で進んでおります。

新活動委員会 藤田 方己 副委員長
半期を終えて、イベント等事故なく終了しました。

後期も委員会一同頑張ります。

会員増強・会員維持委員会 梅田 秀雄 委員長
年初39名でスタートしましたが、小倉君、玉川君、

新村君、竹野君の4名の方が入会され、現在会員
数43名でございます。地区目標は純増1名という
ことでしたので、すでにクリアーしております。しかし、
半年残っておりますので、当クラブに相応しい方が
おられましたら、是非ご推薦をお願いいたします。

職業分類担当 松崎 正実 委員長
8月末に実施予定でした職業分類表の見直しを、

遅れましたが11月に会員に配布しました。同じよう
な職業分類をまとめて、表の中で近くになるように
配置換えをしました。未充填職業を見直し、その数
を50から43に減らしました。竹野さんの入会に伴い

通信機器販売を追加し、充填職業数が37から38に
増えました。

会員選考担当 藤塚 勝明 委員長
前期におきましては新会員の推薦はありません

でした。従いまして任務の遂行も無かったというこ
とであります。後期に期待したいと思います。

会場監督（SAA） 正 辻 彰彦
会長方針を実現できるように例会が厳正性と高

潔性を保ちながら進めます。SAAはSergeant at ar
ms 武装軍曹の意で、古くはイギリスの封建時代に
さかのぼり、アメリカ議会に導入され、それがロータ
リーにも及んだと言われております。今後も卓話者
への敬意をはらう等、和やかな中にも清規に例会
を見守りたいと考えます。

奉仕プロジェクト委員会 担当理事 野口 宏
11月はイオンシネマにて、松風園の子どもたちと

ご父兄に、「おさかなクン」の映画を見て頂きました。
先日は大和自動車学校で「交通事故撲滅大作戦」
を行い、大勢の皆様にお越し頂きました。当クラブ
皆様、ご協力ありがとうございました。交通事故撲
滅大作戦とロータリー寄席は、特殊詐欺撲滅の観
点からも連動してのイベントであり、地区からの補助
金を頂いております。来月は「新春ロータリー寄席」
を行いますので、皆さまご協力お願いします。

職業奉仕担当 藤田 方己 委員長
12月11日大和市自動車学校における、交通事

故撲滅大作戦に担当委員会として参加を致しまし
た。会員企業での関連するチャリティーイベントは、
真に職業奉仕に相応しい企画であると感じました。
後期も職業奉仕理解を深めたいと思います。

国際奉仕担当 髙橋 政勝 委員長
今年度の実施計画では、市内在住の外国人の

家族を招待して、国際親睦と交流を深めようと計
画しました。実施、平成28年7月24日、茅ケ崎海岸
で地引網を行いました。参加者はタイ、ベトナム、カ
ンボジアの家族60名が参加。国際交流と親睦を図
ることができました。大変喜んで頂き、来年もぜひ
お願いしますとのことでした。

姉妹クラブ友好担当 藤塚 勝明
11月10日に姉妹クラブの東慶州RCより、金導協会
長を始め16名の会員が我がクラブを公式訪問され
ました。当日は 成田空港までのお出迎え、北京飯
店での歓迎会を夜間例会という形でやらせて頂き、
翌11日は朝から雨模様の中、箱根観光組と大厚
木CCでのゴルフ組に分かれそれぞれ接待させて頂
きました。12日は都内観光をして成田空港より帰国
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されました。いずれの場面でも多くの会員の皆様よ
りご協力を頂き、また予算的にもほぼ当初の計画
通りに終了することができました。尚、決算書につき
ましては理事会の承認後配布いたします。また年度
末の6月下旬には、東慶州RCの離就任式への招
待が届くと思われますので、皆様のご協力をお願
いいたします。

スマイルボックス委員会 鈴木 洋子 副委員長
スマイルボックスは12月15日をもって、達成率は

43.3％となっております。半期はあと１回夜間例会が
ありますので、皆様のご協力をお願いいたします。

R財団委員会 髙橋 政勝 副委員長
寄付金の達成率は現在56.8%です。会員皆様の

ご協力をお願いします。なお、ポリオの寄付金は14
8％と達成致しました。ご協力ありがとうございます。

米山奨学委員会 髙橋 清 委員長
活動方針としましては、日本で学ぶ外国人留学

生に奨学金の支援、支給して、国際社会で活躍す
るために会員の皆様より寄付を募り、ご理解を頂い
ております。実施計画としましては、寄付金一人当り
２万円以上のご協力を頂くよう、４人の委員で分担
し、会員にお願いをしました。月間には米山記念奨
学生との交流をし、米山記念奨学にたいしても理解
を深めて参ります。

公共イメージ委員会 北砂 明彦 委員長
本年もロータリークラブの認知度向上を目的とし

て各委員会と連携をし、様々な事業や奉仕活動の

際に工夫をしたPRを行います。クラブ計画書24頁を
参照ください。実施計画に対し、7月24日（日）茅ケ
崎サザンビーチにて親睦、国際奉仕委員会共同で
地引網が行われ、参加された一般の方より募金を
頂き、ポリオのTシャツ購入7して頂きました。募金は
End Polio へ寄付しております。11月12日（土）、昨
年に引き続き、奉仕プロジェクト委員会による松風
園の皆さんと映画を鑑賞しました。上映前にスクリー
ンを使い、RCの活動を観て頂きました。当日はリベ
ルタさんに取材に来て頂きました。そして12月11日
（日）交通事故撲滅大作戦が行われ、FMヤマト、F
Mヨコハマさんにレポートして頂き、室内ではモニター
を使用し、大和中RCの活動を上映しました。今後の
活動の際、のぼりがあれば良いと思いますので、準
備にかかりたいと思います。

青少年育成基金委員会 岸 幸博 委員長
今年度は大和市立引地台中学校に、青少年育

成基金30万円を支給しました。
①「部活動支援金」、「進学時緊急支援金」を創設

し、進学や諸活動を支援する。
②昇降口にミストシャワーを設置し、夏期の熱中症

予防に役立て、活動の促進を図る。

創立40周年記念事業実行準備委員会
神作 彰 委員長

現在のところ、記念式典、記念事業とも内容は
未定ですが、早急に実行準備委員会組織を立ち上
げて準備を進めていきたいと考えております。詳細
が決定しましたら、改めてご報告いたしますので、よ
ろしくお願いいたします。
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入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
本日は、今年最後の例会、第５回クラブ協議会「半期

を終えて」です。半期を終えて、各委員長が立てた年度
当初の活動目標の進捗を報告して頂きますと共に、会
員の皆様の意見感想をお聞かせ願いますので、どうぞ
宜しくお願い致します。
入江 公敏 君

アニバーサリー祝いありがとうございます。
松崎 正実 君

誕生日のお祝い、ありがとうございます。35年皆出
席のお祝いも頂きまして、再度ありがとうございます。
岸 幸博 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。
藤田 方己 君

入会記念日のお祝いありがとうございます。
石川 健次 君
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。妻と毒

という字は似ていますね。
苗加 真敬 君
今年も後わずか、皆様のご健康とご健勝をお祈り

いたします。

野口 宏 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。11年

目になりました。
新村 千成 君
お誕生日の皆さん、おめでとうございます。

富澤 克司 君
米山功労者を本日頂きました。ありがとうございま

す。
小倉 一道 君
妻の誕生日、お祝いをありがとうございます。

川名 惠美子 君
①山崎賢二様、引田俊一様、松崎正実様、お誕生日
おめでとうございます。

②アニバーサリーのお祝いありがとうございます。
辻 彰彦 君
家内の誕生日を思い出しました。よかったです。あり

がとうございます。
鈴木 洋子 君
2つのお祝いありがとうございます。来週はお休み

させて頂きますので、その分も含めてスマイルさせて頂
きます。

スマイルボックス 鈴木 洋子 副委員長 本日 \22,000 累計 \378，103


