
6月3日の日本経済新聞の春秋に、男はつらいよ

で、おじさんのだんごやから、車寅次郎が「さくら、

とめるな！」と発して飛び出そうとするのと、同じく

「パリ協定」から飛び出す決意をしたトランプ大統領

を揶揄するコラムが掲載されていました。娘や側近

の国務長官が引き留めたのに「パリ協定」からの離

脱を表明しましたが、地球の未来の為、複雑な利害

を超え合意した温暖化対策の枠組みであります。

失望や怒りの声がしきりだとありました。

さて、本日、今年度、最後になります細則の改正

を、後程、皆様に提案いたしますが、2016年規定審

議会の決定への大和中ＲＣの対応は、一区切りした

のでしょうか。今回ほどロータリーの枠組みをクラブ

に柔軟性を選択させる難しい判断は、簡単なもので

はありません。寅さんのように後で夜汽車や旅先で

後悔するわけにはいきません。漏れ聞きますと2016

年規定審議会の決定、それに伴う例外規定への対

応については、当たり前のようですが、各クラブ様々

なようです。

細則の改正の審議については、これまでに理事

会で協議し、例会でもクラブ協議会、クラブフォーラ

ムでご意見をお聞きし、議論を聞いて思いますが、

世代間で意見が相違する部分も事実です。そのと

き思ったことは、大和中ＲＣの会員其々の考えであ

ります。大和中ＲＣの平均年齢は、63.5歳です。よく

この数値だけを見て、高齢化だ、大変だとお話にな

る方がいらっしゃいますが、この平均年齢を分解し

ますと、平均入会年齢44歳に、平均在籍年数19.5

歳を加えたものであります。最近できた相模原ニュー

シティーＲＣの創立時の平均年齢が50歳ですから

大和中ＲＣの平均年齢は、決して高くないと思いま

す。

考えるべきは、平均在籍年数19.5歳であります。

定着率が良い事であります。これは大変素晴らしい

ことで、大和中ＲＣの利点であります。ただし、例外

規定を積極的に取り入れることは、不易流行の不

易の部分を柔軟にすることになると思う会員が多

くいるようにも感じました。反面、今回の大和中ＲＣ

の細則の改正に物足りなさを感じる会員もいらっしゃ

ると思いますが、今回の改正は、あくまでもクラブ

の総意、クラブの活性化に繫がる範囲で例外規定

を設けなければなりません。ただ楽になろうと決め

るべきではありません。

しかしながら、諸行無常、ロータリアンの考えも不
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【 本日のプログラム 】 6月22日 最終例会挨拶 「一年を顧みて」 入江公敏会長、阿萬正巳幹事
【 次回予告 】 7月6日 就任挨拶 「就任にあたり」 小栁智裕会長、北砂明彦幹事

【 第1859例会 】 平成29年6月15日（木） 【 司会SAA 】 野口 宏 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君
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変とは、言い切れません。新世代も増えております。

これから、会員自らがクラブの中身を良くしていく

ことに対して、これまで以上に議論を重ねることが

必要となってまいります。いろいろな意見に耳を傾

け、総意とするのは、容易なことではありません。し

かし、ただ単に「あるべき論」を論ずるのではなく、

大和中ＲＣの定着率の良さの源泉である柔軟な気

持ちで「真の親睦、真の友情、ロータリーはクラブが

基本」の考えを忘れなければ乗り越えられると思い

ます。私もこれから、一会員として考えていきたいと

思います。

お手元に、細則第14条会員選挙についての改

正案があると思います。現状では、第5節に於いて、

「入会金を納めることによりクラブ会員に選ばれた

ものともなされる」とありますが、既に入会金の規

定はなく運用で、「会費を納めることによりクラブ会

員に選ばれたものと見なされる」としておりますの

で、入会金を会費に改正する旨の提案でございま

す。ご審議願いたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。改正は例会出席者の3分の2の賛成

が必要です。賛成多数により、7月1日より改正いた

します。

地区のホームページのリニューアルに伴って、会

員のメールアドレスが必要になりました。お持ちで

ない方は事務局のアドレスで対応いたします。

【6月理事役員会】

①5月までの予算執行状況について承認。

②大和市福祉推薦委員会委員の推薦について、

橋本日吉会員を推薦する件承認。

③第９回大和子ども絵画大賞の後援について承認。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 中村 友彦 委員

創業記念日 長野 俊八 君 6 月 2 1 日

「年度終了にあたり」

入江 公敏 会長

阿萬 正巳 幹事

会長、幹事 幹事 阿萬 正巳

今年度においては、出席委員会をなくし、出席に

ついては会長幹事の所掌事項といたしました。5月

末現在ではありますが、出席率83.8%で前年、前々

年を上回ることができ、ほっとしております。皆様あ

りがとうございました。

管理運営委員会 委員長 横澤 創

本年度入江会長の類まれなるリーダーシップによ

り、大和中クラブ会員は大きな前進を実感した一年

ではなかったでしょうか。会長スローガンの「語り合

い 汗をかき みんなで前に 楽しく進もう」を寸分

の緩みも無く実践した素晴らしい一年でありました。

阿萬幹事のサポートも立派でした。全体を俯瞰し

ながらさりげなくアドバイスをする姿勢は、幹事職

の新しいセンスを見させていただきました。

管理運営委員会各委員会は、会長の考えを理

解し、委員会の役割を十分に発揮できたと思いま

す。時には会長の無理難題を忖度しながら立派な

委員会活動をされましたことに敬意を表します。

クラブ研修委員会 委員長 横澤 創

クラブ研修では、４０年を迎えようとするクラブの

チャーターメンバーにロータリーを語っていただきま

した。メイクアップの醍醐味を長野さん、クラブ設立

当初のご苦労を伊藤さん、ロータリーの歴史を語り

ながらロータリーの心を上田さん。それぞれのスピー

チは新人を始め参加者に大きな感銘を刻みました。

地区研修は、ガバナー補佐の主催で３回行われ

ました。厚木クラブ、大和クラブ、最後は合同で藤沢

にて開催されましたが、二回目の大和では後藤パ

ストガバナーに講師をお願いし、ロータリーモメント

を中心に、約一時間のご講演を頂きました。生い立

ち、ロータリーとの出会い、会員の友情、ガバナー補

佐時代の苦労、そしてガバナー時代の発信の数々、

ウイットを織り交ぜながらのお話は、聴衆の心を鷲

づかみにし、多くの新人がロータリーの素晴らしさを

感じ、そして何より前向きな気持ちを持って研修を

終えることができました。

関係者の皆様、橋本リーダー、委員会の皆様、誠

に有難うございました。

クラブ会報委員会 委員長 石川 達男

本年度の活動方針に従い、毎週の例会報告、会
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員へのロータリー情報の提供、次回例会の案内、ク

ラブの記録資料としての保存等を一年間事務局の

藤原さんのご協力のもとで、達成することが出来

ました。

プログラム委員会 委員長 神作 彰

入江会長のもと、例会の充実を念頭に置きなが

らプログラムの構成を行うことが出来たと思います。

親睦活動委員会 副委員長 野口 宏

年３回の家族例会が実施できました。①茅ヶ崎サ

ザンビーチ地引網②新春初詣、佐原散策③三溪園

での花見、インターコンチネンタルでお食事

1年を通じて、メンバーゲストのお迎えが出来まし

た。入会の浅いメンバーにとっては顔を憶えてもら

える。例会がいい雰囲気で始められました。

会員増強・会員維持委員会

担当理事 富澤 克司

人脈の入江会長、社交派の梅田委員長とメンバー

に恵まれ、39名スタート、6名入会＝45名、退会2名

の43名となりました。後半は、退会希望者2名となり、

純増2名となってしまいましたが、RIの方針どおり（5

0名以下のクラブ1名増）により目標達成が出来ま

した。一年間ありがとうございました。

委員長 梅田 秀雄

今年度、当クラブでは、入会者6名、退会者4名で、

入会につきましてはRIの方針を達成することができ

ました。ただ退会者を防止するという点では、努力

不足と言うことで反省しております。皆様のご協力

ありがとうございました。

職業分類担当 副委員長 番 桂柳

活動方針 クラブの地域性や特徴を考慮した大和

中RCならではの職業分類の検討をしました。

実施計画

1）現状の職業分類表を8月末に見直し、新職業分

類表を作成し、9月に配布しました。

2）職業分類表に該当の無い新会員の入会は、新

たな職業分類項目を作成しました。

会員選考担当 委員長 藤塚 勝明

今年度は５月になってお一人の紹介がありまして、

元会員の小野さんのご子息でもあり、委員会として

は了承を致しました。めでたく入会をされております。

大変喜ばしいことと思っております。

会場監督（ＳＡＡ） 正 辻 彰彦

活動方針どおり、例会の充実を目指し、厳粛性と

高潔性を保ちながら秩序ある運営を実施いたしま

した。特にロータリーの基本となる会員相互の親睦

を図り、語り合いの時間をとるために、食事開始時

刻を12時10分としました。

奉仕プロジェクト委員会 担当理事 野口 宏

３本の奉仕プロジェクトを実施しました。

①通年事業「大和市特殊詐欺撲滅大作戦」を行い

ました。また「新春ロータリー寄席」でも注意喚起

を行いました。

②「松風園の子ども達とともに」と題しまして、２回

目となります映画上映会を行いました。

③12月には「交通事故撲滅大作戦」を実施しました。

本年度は大和中RC単独開催でしたが、充実した

1日になりました。

職業奉仕担当 副委員長 鈴木 洋子

①12/11「交通事故撲滅大作戦」と題し、大和自動

車学校にて行いました。多数の参加のもと無事

終了いたしました。

②1/29「特殊詐欺撲滅大作戦」と題し、新春ロータ

リー寄席をやまと芸術文化ホールで行いました。

③10/18迎賓館赤坂離宮見学の後、食事会開催。

国際奉仕委員会 委員長 髙橋 政勝

久しぶりに単独での国際奉仕委員会です。少し

でも国際貢献をしようと計画しました。実施につい

ては市内在住の外国人家族を招待し、親睦と交流

を深めました。地引網を行い、参加者総勢120名で

した。多くの参加して頂きました。

姉妹クラブ友好担当 藤塚 勝明

昨年１１月１０日に姉妹クラブである東慶州ＲＣの会

長、金導協さんをはじめ総勢１６名が我がクラブを公

式訪問されました。

例会への出席・懇親会に始まり、その後は二次

会と進み、絆を深めることが出来たと思っておりま

す。翌日はゴルフ組と箱根観光組に分かれ、それぞ

れ接待をさせて戴きましたが、さらなる信頼関係も

確認出来たように思います。結果として多くの会員

の皆様にご協力を戴き任務を終えることが出来、

感謝しております。
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また、今月２９日から７月１日の３日間の行程で、東

慶州ＲＣの会長・役員の交代式に出席して参ります。

今年度最後となる行事かと思います。１１名の登録を

頂いておりましたが、１名のキャンセルが出ましたの

で、会員９名・元会員１名の合計１０名で出席して参り

ます。

ロータリー財団委員会 委員長 石川 達男

本年度、財団100周年と言うことで、年次寄付は

１人当たり200ドル以上、ポリオ寄付一人当たり40ド

ル以上、５年間で寄付額の最高額に達するよう努

力するとの目標をたてさせて頂きました。年次寄付

額9,624.53ドル、達成率114.58%。ポリオ寄付額2,4

09.15ドル、143.40％。両方とも目標額を達成してお

ります。皆様のご協力を感謝申し上げます。

米山奨学委員会 委員 川名 惠美子

米山奨学委員会は、日本で学ぶ外国人留学生

に奨学金を支給して、国際社会で活躍するために

会員一人当たり2万円以上の寄付金のご協力をお

願いして参りました。会員のご理解、ご協力によりま

して、目標額84万円に対して1,080,000円、128.57

%のご支援を頂きました。厚くお礼申し上げ゛ます。

また、米山記念奨学月間に米山記念奨学に対し

て理解を深めて頂くため、米山奨学生をお呼びして

卓話をお願いする予定でしたが、日程調整がつか

ず、お話を聞くことが出来ませんでした。申し訳ご

ざいません。以上で米山奨学委員会の活動報告と

致します。

公共イメージ委員会 委員長 北砂 明彦

①7/24地引網において、245,733円の金額が集ま

り、エンドポリオへ寄付をいたしました。

②12/11交通事故撲滅大作戦の際は、エントランス

にて大和中RCの活動写真を上映致しました。寄

付については、社会福祉協議会と財団へ半分ず

つ行いました。

③1/29新春ロータリー寄席においては、「特殊詐欺

撲滅大作戦」とし、注意喚起のメモ帳を配布致し

ました。また、募金等により166,480円R財団へ寄

付をいたしました。

今年はのぼり旗を大和自動車学校様のご提供

により作成いたしました。今後の大和中の知名度アッ

プにも使用できればと思います。

創立40周年記念事業実行準備委員会

委員長 神作 彰

今年度は準備委員会として、上半期を準備期間

として、後半より実行委員会として活動いたしました。、

予定されるすべての事業を成功させたいと思ってお

ります。

ゴルフ同好会 会長 野口 宏

7/10に大和中RCコンペを厚木基地ゴルフ場で

開催しました。また地区のコンペにも参加しました。

カラオケ同好会 会長 鈴木 洋子

年2回でしたが、内容のある1回を行うことが出

来ました。歌は上手、下手ではなく心が表れると思

います。ぜひ次年度は皆様ご参加下さい。

4

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日のクラブ協議会、皆様の発表を楽しみにし
ております。よろしくお願いいたします。
苗加 真敬 君

2週間程前に大和市ベテランダブルステニストー
ナメントに優勝する事が出来ました。25年間、この
大会に挑戦して初優勝と言うことで、感慨一塩て゜
スマイルします。
横澤 創 君

入江会長、阿萬幹事、残すところ2回の例会と
なりましたね。素晴らしい一年をありがとうござい
ました。私事、副会長を拝命しながら休みがちで
ご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳ございま
せんでした。

長野 俊八 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。創
業57年になりました。最近は健康のための営業で
す。今後もよろしくお願いいたします。
後藤 定毅 君

しばらくぶりにホームクラブに出席でき、良さが
わかります。不在の間に小野さんが゛入会されたそ
うで、何よりです。風呂のぬるま湯につかるように、
ゆっくりロータリーの楽しさを味わってください。よ
ろしくお願いします。
富澤 克司 君

本日はスマイルが少ないので、皆様次回スマイ
ルよろしくお願いします。

スマイルボックス 富澤 克司 委員 本日 \8,000 累計 \730,103


