
本日は、いよいよ2018-19年度会長の小柳智弘

会長エレクトからの卓話「次年度へ向けて」でありま

す。1年は早いもので、去年の今頃は、私どもはどた

ばたしておりました。今年度もあと一か月となりまし

たが、次年度に持越しないよう残りの業務をしっか

りこなして行きたいと思います。

さて、今月の14日日曜日には、阿萬幹事と2780

地区相模原ニュー・シティＲＣの加盟認証伝達式に

出席させていただきました。相模原ＲＣをホストクラ

ブとして今年の1月25日に設立され、チャーターメン

バーは、38名です。相模原のアジサイ会館ホールに

て、式典、けやき会館にて祝賀会が開催されました。

私も初めての機会で、会長をはじめ夢を持った会

員の皆さんの活気に圧倒されました。わがクラブは、

認証状伝達式は、創立の翌年昭和54年4月22日

に厚木基地にて行われましたが、その時の情景を、

私は当然知る由もありませんが、チャーターメンバー

の皆さんの笑顔と活気が想像できるようでした。

新しいクラブ、相模原ニューシティーＲＣは、例会

については、月2回夜に行われているようです。

さて、今月の「ロータリーの友」にロータリーの友

編集長の二神典子氏の「忙しいのはあなただけ？」

と題したコラムが掲載されています。「新会員の皆

様、例会の出席はいかがでしょうか？で始まり、出

席率１００％を続けている方もいらっしゃることと思い

ます。「仕事は忙しいし、業界や地域の付き合いも

ある。その上、地区大会やクラブの奉仕活動なんて

とんでもない」といわれるかたもいらっしゃるでしょう。

しかし、毎週欠かさず例会に出席したり、奉仕活動

にいつも参加している先輩会員の中にも、皆様に負

けないくらい忙しい人がたくさんいます。ロータリア

ンのほとんどが忙しい仕事を持ち、仕事以外の様々

な分野で活躍しています。「仕事は忙しい人に頼め」

とよく言われますが、私の経験から言えば、忙しい

人ほど快く執筆依頼を引き受けてくださいます。誰

もが平等に与えられた時間1日24時間ですが、そ

の使い方が上手な人はたくさんのことができるの

だと、それらのロータリアンを見て思います。と「友」

の編集長として感じられたことが記載されています。

それから、メークアップについても「ほかのクラブ

の例会に出席し、ロータリーの友人が増えたり、旅

行や出張で国内や海外のクラブに出席することが

できます。時間の取れないときは、インターネット上

で例会を開催しているクラブを見つけ、休日や夜間

に出席できます。」と伝えています。

また「もうすぐ新年度が始まりますが、少しずつク

ラブでの仕事が増えてくるかもしれません。そんな

時に、忙しいからできませんと断らないで下さい。」
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【 本日のプログラム 】 6月1日 会員卓話 「遺言（書）の基礎知識」 小倉 一道 君
【 次回予告 】 6月8日 卓話 「ラジオについて」 大和ラジオ放送（株） 天沼 照夫 様

【 第1856例会 】 平成29年5月25日（木） 【 司会SAA 】 梅田 秀雄 君
【 斉唱 】 「我等の生業」 【 ソングリーダー 】 玉川 雄 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 9名(敬称略)

42名 30名 75% 88.89% 12名
橋本（吉）、引田、石田、板垣、岸、新村、苗加、
竹野、富澤

会長の時間 入江 公敏 会長
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「あなたならやってくれるとその能力を信じている証

しでもあると思います。「先輩会員たちは例会で皆

様に会えるのを楽しみにしています。また、皆様とと

もに活動できることを、うれしく思っています。忙し

いスケジュールをうまく調整して、ロータリーの時間

を作ってください。」と締めています。このコラムを読

んで、私もこの気持ちは同じです。今年度の例会

の語らいの時間もこうして生まれました。例会は、

食事の時間として考えるのではなく、自分たちと時

間を共有し、お互いに楽しく過ぎる時間ができる。

何気ない話の積み重ねの中に、新しい会員から見

ても、先輩会委員からみても例会での語らいにより、

刺激を受ける時間と自己評価できるかが、決めて

だと思います。例会が親睦の原点であるのは、そう

したことからではないでしょうか。

防犯活動に功労があったと

して神奈川県警察本部長褒

章を受賞しました。（特殊詐

欺撲滅大作戦）

①会員候補者小野泰弘さんの推薦に対して異議

がなかったことを報告いたします

②細則14条会員選挙の方法、第5節では現在「入

会金を納める」となっておりますが、現在入会金

は無い為、「会費を納める」として運用しておりま

す。これを是正するため第14条第5節を一部改

正したいと思います。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

結婚記念日 髙橋 清 君 5月27日

「次年度へ向けて」

小栁 智裕 会長エレクト

会長ターゲット

「みんなが主役、一人ひとりが主役」

【プロフィール】

昭和 34年

佐賀県 小城郡小城町で

生まれる

昭和 56年

東京トヨペット株式会社（ト

ヨタ自動車 100 ％子会社）に入社 中小企業法人

を心に車の直販営 トヨタ自動車メーカ表彰（年

間販売台数１００台超）を2回獲得

平成 2年

オリックス生命保険株式会社に入社 社員研修・

代理店課長、事務企画室（業務改善）課長・横浜

支社長を歴任

平成 11 年

三井住友海上火災保険株式会社のTLCとして入

社

平成 14 年

代理店として独立 有限会社 エフピーブレイン設

立（独系代理店） 代表取締役に就任

《事業 内容 》

経営コンサルティグ ・各種セミナー講師 ・法人生

命保険

《資格 》

生命保険大学課程修了・損害保険大学課程修了・

生命保険面接士・生命保険協会認定ＦＰ ＴＬＣ 資

格・ 投資信託資格等

現在に至る

◆年間最優秀代理店表彰

三井住友海上・ エヌエヌ生命・オリックス生命・ア

フラック・マニュライフ生命 等

◆７期 ＭＤＲＴ（ Million Dollar Round Table ）の認

定を受ける

◆平成 14 年 3月 ロータリ ー入会

【クラブ目標･計画】

１、創立４０周年記念事業 について について

創立40周年記念事業委員会をすでに立ち上げ

て、活動を頂いております。神作委員長・石川健次

幹事

①地引網
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委 員 会 報 告

第６回クラブ協議会

幹事報告 阿萬 正巳 幹事



②松風園映画鑑賞会

③交通事故撲滅

④特殊詐欺撲滅 落語の会

⑤４０周年記念事業人形劇

⑥４０周年記念式典・祝宴

２、 ロー タリ財団 について

一人当たり 200ドル 地区補助金の活用

３、米山奨学一人当たり 20,000円以上

４、会員増強・維持 純増 1名（現在42 名）

５、例会 （SAA ） 八千代銀行４階会議室

６、親睦活動 について

梅田委員長はじめ、明るく元気なメンバー構成

７、国際奉仕について（姉妹友好クラブ）

地引網、東慶州RCとの親睦交流

８、青少年交換留学生

台湾よりニックネーム：タイガ君の引受け

大和西高校 辻彰彦会員 ・北砂彰彦会員のホス

トファミリーお引受けに感謝 入江会長、橋本日吉

P会長の協力あり

９、青少年育成基金

例年通り大和市内の中学校へ

10 、公共イメージについて

認知度向上 40 周年記念事業が多々あります

11 、同好会について

今年度より「ダンス同好会」が、増え4つの同好会

（ゴルフ・カラオケ・ノディック・ダンス）

12、事務局 藤原さん 従来どおり 賄いの安倍

さんも同様

会員の義務

例会の出席

ロータリーは、まず「例会出席から」といわれてい

ます。標準ロータリークラブ定款第9条に、出席に関

して書かれていますが、その第1 節には、「各会員は

本クラブの例会に出席するべきものとする。（後略）」

とあります。 例会への出席は、ロータリークラブの会

員の義務の一つになっています。例会は基本的に

週1 回開催されます。Ｅクラブの会員は定められた

曜日・時間から1 週間の間にクラブのホームページ

にアクセスします。やむを得ない事情により欠席をし

た場合は、その例会の前後14 日以内に、ほかのロー

タリークラブの例会やそのほかロータリークラブ定款

に定められている、他の会合に出席すること（Ｅクラ

ブの例会にアクセスすることも含む）によって、欠席

をメークアップすることができます。

年度の半期間において、メークアップを含むクラ

ブ例会出席率が50％に達していない場合、所属ク

ラブの例会総数のうち少なくとも30％に出席して

いない場合、クラブ理事会が正当かつ十分な理由

があると認めなければ、会員身分が終結すること

があります。

会費の納入

ロータリークラブの会員は、会費を納入する義務

があります。会費の金額は、クラブによって異なりま

す。所定の期限後30 日以内に会費を納入しない

会員に対しては、クラブ幹事が書面で催告をして、

その後10 日以内に会費が納入されなければ、理

事会の裁量で会員身分を終結しても差し支えない

ことになっています。

ロータリーの雑誌の購読

国際ロータリー（ＲＩ）の機関誌は、ＲＩ世界本部で

発行している『THE ROTARIAN』です。このほかに

世界各地で、30 のロータリー地域雑誌が発行され

ています。これらロータリー関係の雑誌を合わせて

「Rotary World Magazine Press」と呼びます。 ロー

タリーの雑誌の購読は、例会出席、会費の納入と

合わせて、会員義務の一つになっています。 日本で

は、日本語で発行している『ロータリーの友』が国際

ロータリーから指定されているロータリー地域雑誌で

す。『ロータリーの友』は、1953（ 昭和28） 年1 月に

創刊、1980（ 昭和55） 年7 月号から、国際ロータリー

の公式地域雑誌（現ロータリー地域雑誌）に指定さ

れました。近年では、各地域雑誌がウェブサイトを開

設していますが、『ロータリーの友』でも『Rotary Jap

an』www.rotary.or.jp を開設し、ロータリーの内外

に向けて情報を発信しています。

会長エレクト イアン・ライズリー

2017-18 年度RI 会長

Sandringham ロータリークラブ所属

オーストラリア（ビクトリア州）公認会計士

1976 年に自身が設立したIan Riseley & Co.の社

長。同社設立以前は、大手会計事務所や企業の監
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査および経営コンサルティ

ング部門に勤務。私立・

公立学校の理事、サンド

リンガム市諮問グループ

のメンバー、Beaumar is

Sea Scouts Group の

会長、Langi-Taan スキー

クラブの会長などを務

めた経験があり、現在は

多くの慈善団体で名誉

監査人やアドバイザーを務めている。東チモールで

の活動を称えられてオーストラリア政府より「AusAI

D PeacebuilderAward」を受賞。オーストラリアの地

域社会への貢献が認められてオーストラリア勲章を

受勲。

また、ロータリー財団からは「ポリオのない世界のた

めの奉仕賞」の地域賞を受賞。1978 年にロータリー

クラブ入会。RI 財務長、理事、数々のRI および財

団委員会の委員長と委員などを歴任。パストガバ

ナーであるジュリエット夫人とともに、メジャードナー

およびロータリー財団遺贈友の会会員。お二人の

お子さんと4 人のお孫さんがおり、ムアルーダック

にある自宅の7 ヘクタールの敷地では、持続可能

で有機的な生活哲学を実践している。

ガバナーエレクト 大谷 新一郎

2017～18年度 RI第2780地区ガバナー

昭和24 年4 月19 日生まれ

所属クラブ名 相模原南ロータリークラブ

職業分類 石油製品販売

勤務先（役職） 株式会

社三友（代表取締役）

地区の方針

１） 増強を最重点にしま

す。

女性会員と若い会員の

増強を軸に会員５０名以

下のクラブは１名以上。５

１名以上のクラブは２名以上を継続。

２） 戦略計画の実行

公共イメージと認知度の向上（メディアとの連携）

を重点に。長期計画目標と実行（１０年後のイメージ）

３） 寄付のお願い

・R 財団（奉仕活動への資金源）

目標年次寄付２００ドル以上／１人

恒久基金１,０００ドル以上／クラブ

ポリオ４０ドル以上（撲滅までの理解）

★ 地区補助金・グローバル補助金の積極的利用。

・米山奨学会２０,０００円以上

４）ＲＩ会長賞（３つの戦略的目標のうち各４項目）

５）マイロータリーの登録率向上

６）柔軟性の正しい理解（２０１６年規定審議会）
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入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日の卓話は、いよいよ小栁エレクトの「次年度
へ向けて」であります。昨年の我々と同じであれば、
期待と不安でいっぱいでしょうか。どうぞよろしく
お願いします。
横澤 創 君

今日は小栁会長エレクト「次年度へ向けて」の
例会ですね。楽しみです。
髙橋 政勝 君

今日は早く帰りますのでよろしく。小栁エレクト、
今日卓話は途中まで聞いて帰ります。頑張って下
さい。
川名 惠美子 君

苗加真敬様、お誕生日おめでとうございます。
小倉 一道 君

例会をしばらく欠席させて頂いておりましたが、
大和RC、綾瀬RC、横浜瀬谷RCと他クラブを巡っ
て参りました。当然ですが、大和中RCの例会が一
番居心地が良いです。
橋本 日吉 君

本日の卓話、小栁会長エレクト次年度へ向けて、
楽しみにしています。
小栁 智裕 君

本日は、「次年度へ向けて」のクラブ協議会です。
どうぞよろしくお願い致します。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \8,000 累計 \696，103


