
5月16日、古木勝治氏の告別式に出席いたしま
した。大和中ロータリークラブの会員として、創立の
翌年昭和54年10月18日に入会され、昨年の6月ま

で36年8か月在籍され、その間94～95年度には第
18代会長を努められました。職業分類の農業以外
にも大和市市議会議員として、4期16年を努められ、

市議会議長としても活躍されました。訃報を聞いた
後ではありましたが、大和中ロータリークラブ内規第
10項の対象で資格要件を満たしていることから、臨

時役員理事会により、満場一致で、功労者として承
認させていただきました。また皆様には、クラブとし
て、生花と弔電をお届けいたしたことを重ねてご報

告いたします。
さて、2017-18年度地区補助金の支給が正式に

決定したとお話ししましたが、今日は、その話をした
いと思います。次年度の地区補助金の支給は、小
柳会長エレクトや北砂幹事、各委員長の努力によ

り、日本に暮らす外国出身の方々との交流を地引
網を通じて行う事業に地区補助金として4,500ドル、
日本円で504,000円／想定レートは、112円／ドル

の配分が決まりました。プロジェクト総費用予定額
は約855千円でした。今年度が特殊詐欺撲滅大作
戦に申請は同額でしたが、申込クラブが多くレート

の変更もあり、最終的に日本円で47万でした。

Ｒ財団については、以前お話ししましたが、1917
年米 国ジョージア州アトランタで開催された国際

大会に於いて、6人目のＲＩ会長でＲ財団の父と呼ば
れたアーチ・クランフが、この国際大会で「全世界
的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野で

より良い事をするために基金を作ろう」と提案した
ことに始まりました。今年は、ちょうど100周年に当

たります。大和中ＲＣは、今年度100周年にも係らず、
現在Ｒ財団目標が未達であります。石川担当理事
委員長からお願いをしていると思いますが、まだ、お

済で無い方、是非ともお願いいたします。
奨学金プロジェクトを契機に発展したＲ財団の活

動は、2005年の財団管理委員会で、2017年が財

団100周年を迎えるに当たり、効果的に寄付金を使
うために財団プログラムを見直す必要性が生じ、
単なる援助ではなく、持続性と言う観点を重視す

ることが、必要となりました。そして、2008年に「未
来の夢計画」を作成しました。その骨子は、使命とし
て「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育

への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世
界理解、親善、平和を達成できるようにすること」と

しました。2010-11年より、3年間でパイロット100地
区を選び未来の夢計画を実施し、その間に問題点
を修正し、2013年度より参加実施しています。

現在ロータリー財団には、ポリオプラス・地区補助
金・グローバル補助金・ロータリー平和センターの4
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【 本日のプログラム 】 5月25日 第６回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 小栁 智裕 会長エレクト
【 次回予告 】 6月1日 会員卓話 「遺言（書）の基礎知識」 小倉 一道 君

【 第1855例会 】 平成29年5月18日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君
【 斉唱 】 「我等の生業」 【 ソングリーダー 】 石川 達男 君
【 ゲスト 】 石井 卓 様（厚木県央RC）、加藤 伸一 様（海老名欅RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

42名 31名 83.78% 86.49% 12名 阿萬、橋本（吉）、引田、板垣、川名、玉川

会長の時間 入江 公敏 会長

1861号



つのプログラムがあります。このうち補助金は、地
区補助金とグローバル補助金の2つがあります。お
手元にお配りした「2017-18年度に実施する奉仕プ

ロジェクトへの地区補助金要綱」をご覧いただきた
いと思います。2780地区のロータリアンからご寄附

頂いた年次基金と恒久基金は、ロータリー財団で3
年間運用します。左側のその50％を地区財団活動
資金として使うことができます。

大和中ロータリークラブは、この地区補助金を、
横澤年度、山崎年度、今年度、そして次年度と6年
度の内4年度約200万円補助金を使っています。是

非この奉仕に対する積極的な伝統を大切にしてい
くためにも会員の皆様のロータリー財団への寄付
について、個人とクラブ目標達成をお願い申し上げ

ます。
【ご挨拶】 第6Gガバナー補佐 石井 卓 様

次年度ガバナー補佐 加藤 伸一 様

【5月度定例役員理事会】
①4月までの予算執行状況の件、細則の改正案の
件、小野泰弘さん入会の件、事務局パソコン購入

の件、クールビズ実施の件が承認されました。
②細則の改正案は、郵送で「大和中RC細則の一
部改正」に伴う改正案の予告をお送りいたしまし

た。6/1の例会で議案の提出を予定しております
のでご審議頂きますよう、お願いいたします。

③会員候補者小野泰弘さんの通知も郵送しました。
職業分類は不動産管理業、また会員資格の条
件すべてを満たしていることを理事会で確認いた

しましたので、異議のある方は7日以内に書面に
その理由を付して、会長又は幹事までお申し出く
ださい。

④クールビズは、政府の実施期間に合わせ5月から
9月の期間、実施いたします

パストガバナー 後藤 定毅 様

先週、今まで米山記念奨学会がモンゴルからの

留学生225人に対し奨学金を授与した功績で、モン
ゴル国が米山記念奨学会に対し、平和友好賞の勲

章を授与したいということで、我が地区の小沢PG
が理事長を務めている関係で行って来ました。
本日「ハイライトよねやま206」が配られています。

この真ん中に写っている方がモンゴルからの初め
ての留学生で、古い会員はご存知だと思いますが、

昔我が地区にもホーム・カミング制度で見えた方で
す。彼は帰国後、国の復興には教育が第一だとの
考えで、小・中・高等・大学校を建設し母国の発展

に活躍しています。我々の米山奨学会に対する支
援がこのように役立っていることをこの目で見てき
ました。先ほど財団や米山へ会長から寄付要請の

話もありましたが、地区目標額でなくても支援して
戴くことが大きな力になりますので、私からもお願
いいたします。

また米山とは違いますが、本日のロータリーの友
21ページ、ガバナー月信17ページに昔厚木クラブが
推薦したR財団奨学生の中満泉さんが、国連の事

務次長に就任したことも載っています。ロータリーの
奨学金制度が、このように世界の人材育成に大き
く貢献していることを知って戴きたいと思います。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 苗加 真敬 君 5月24日

結婚記念日 番 桂柳 君 5月21日
創業記念日 富澤 克司 君 5月23日

「ドコモ・ソフトバンク・ａｕ 新機種の違い」

竹野 国敏 君
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石井 卓 様（厚木県央RC）

大和中ロータリークラブの皆様、1年間大変お
世話になりました。ご協力感謝いたします。
加藤 伸一 様（海老名欅RC）

本日は新旧AGでご挨拶に参りました。宜しくお願
い致します。
入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日の卓話は、会員卓話竹野国敏会員です。
携帯電話の話楽しみにしていました。どうぞ宜しく
お願いします。
後藤 定毅 君

石井ガバナー補佐、一年間お世話になりました。
また加藤次年度ガバナー補佐、楽しいご指導を宜
しくお願いいたします。
横澤 創 君

石井ガバナー補佐、加藤次年度ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。引き続き宜しくお願
い致します。
髙橋 清 君

①石井ガバナー補佐、ご苦労様です。加藤次年度
ガバナー補佐、宜しくお願いします。

②竹野 国敏会員、「ドコモ、ソフトバンク、au新機
種の違い」の卓話楽しみに拝聴致します。

古郡 清 君

石井ガバナー補佐、お疲れ様です。加藤次年度
ガバナー補佐、宜しくお願いします。
梅田 秀雄 君

加藤さん、次年度ガバナー補佐ご就任おめでと
うございます。同期の会長が出世するのは嬉しい
ものです。

橋本 日吉 君、辻 彰彦 君

石井ガバナー補佐、そして次年度ガバナー補佐
予定者の加藤様、ようこそお出で頂きました。本
日は、宜しくお願い致します。
横澤 創 君

昨日の句会は楽しく過ごしました。準備万端の
藤田 方己さん、ありがとうございました。「友恒
が 集いて捻る 花宴」お粗末でした。
石川 達男 君

苗加さん、お誕生日おめでとうございます。古
郡さん、皆出席30年素晴らしいですね。
苗加 真敬 君

お誕生日のお祝いありがとうございました。年
はとりましたが先日大和市テニス協会の男子ダ
ブルスでベスト8になりました。ご機嫌です。
番 桂柳 君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。も
う我が家の行事には入っていません。
髙橋 清 君

石井ガバナー補佐、加藤次年度ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。引き続き宜しくお願
い致します。
富澤 克司 君

本日は創業記念日のお祝いをありがとうござ
います。
小栁 智裕 君、北砂 明彦 君

石井ガバナー補佐、加藤次年度ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。今後とも宜しくお願
い致します。昨日は「俳句の会」ありがとうござい
ました。久しぶりに「ない頭」を振り絞りましたが、
「才能ナシ」でした。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \21,000 累計 \688，103


