
7月7日は、暦では、小暑（しょうしょ）といいます。

夏至（げし）から数えて15日目頃、暑さがどんどん強

くなっていくという意味があり、この頃から暑さが本格

的になってきますが、梅雨の終わる頃で、集中豪雨

が多く発生する時季でもあります。

この日から暑中見舞い・お中元を出し始めます

（正式には大暑から）。梅雨が明け、強い日差しと共

に気温が一気に上がる時季のため、体調を崩しやす

くなる頃でもあります。天気予報やニュースで「小暑」

という言葉を耳にしたら、本格的な夏を迎える合図だ

と思って下さい。暑さを乗り切るために、しっかり食べ

て体力をつけておきたいところです。

ところで、今週の7月9日は、国際奉仕・親睦活動・

公共イメージの各委員会によります地引網です。天

気が良いことを願っています。また、イチョウ団地の

外国籍の方々が大勢、参加予定を頂いており、当ク

ラブでも25名の参加予定を頂いています。

40周年記念事業の第一弾です。ご協力・ご参加

宜しくお願いいたします。

いよいよ新年度を迎え、小柳会長エレクトから小

柳会長に変わり、私も幹事となりました。皆さんのご

協力をいただき一年間努めてまいります。宜しくお願

いいたします。

①７月９日（日）はRCの親睦活動を地域の皆様へP

R（サザンビーチ地引網）、本年度初めての移動

例会です。

②次週７月１３日は第１回クラブ協議会となります。

「年度初めにあたり」と「ガバナー公式訪問に備え

て」第６グループ加藤伸一ガバナー補佐がお越し

になります。ご出席宜しくお願いいたします。なお、

当日は時間延長となります。また、近隣クラブから

の就任挨拶に見えられる予定です。

③新年度会費納入期限は７月３１日月曜日です。
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【 本日のプログラム 】 7月9日 移動例会 「創立40周記念地引網」 茅ヶ崎サザンビーチ
【 次回予告 】 7月13日 第1回クラブ協議会 「年度初めにあたり・ガバナー公式訪問に備えて」

【 第1861例会 】 平成29年7月6日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君
【 ビジター】 河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

41名 32名 86.49% 86.11% 10名 橋本（吉）、引田、板垣、新村、苗加

幹事報告 北砂 明彦

会長の時間 小栁 智裕 会長

1867号

会長、幹事引継式
2016～17年度から

2017～18年度へ



④7月20日（木）１８：３０北京飯店にて、入江直前

会長、阿萬直前幹事のご苦労さん会を開催致し

ます。

⑤本年度、青少年交換留学生を受け入れいたしま

す。ホストファミリーになっていただける方は是非

お申し出ください。

⑥7月Rレートは1ドル111円です。補足ですがR為

替レートの方針変更を行い、市場レートとの差が３

％の変動がなくとも変更さえることとなり、その結果

ほぼ毎月変更されることが予測されます。為替レー

トはMY ROTARYで確認が出来るとのことです。

⑦9月18日（月/祝）、地区大会が開催されます。

【定例理事会】

①クラブ計画書について承認。

②出席免除者10名承認。

③暑中お見舞い広告について承認。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 原嶋 賢一郎 君 7月2日

竹野 国敏 君 7月3日

配偶者誕生日 新村 朝奈 夫人 7月4日

創業記念日 小栁 智裕 君 7月1日

藤田 方己 君 7月1日

入会記念日 新村 千成 君 7月1日

小倉 一道 君 7月1日

玉川 雄 君 7月1日

野口 宏 君 7月5日

北砂 明彦 君 7月7日

後藤 定毅 君 7月10日

「就任にあたり」
小栁 智裕 会長

2017年‐18年度会長を仰せつかりました小柳智

裕です。

さて、いよいよ新年度 スタートです。大変緊張し

ていますが、会員皆様の「お力」を頂きながら面白く、

楽しい一年にしたいと思います。どうぞ一年間お付き

合いのほど、宜しくお願いいたします。

幹事は、北砂明彦さん、副会長は、高橋政勝さん

にです。、どうぞ一年間 宜しくお願い致します。

それでは、今年度の理事役員をご紹介させてい

ただきます。

一年間ご紹介させて頂きました幹事・副会長はじ

め理事役員・各委員長で事業の実行、実施をして

まいりますので、宜しくお願いいたします。

本年度スタートを切るにあたり、理事役員・各委

員会委員長はじめ皆様には、活動計画および実行

計画等、積極的に委員会を開催いただき感謝いた

します。また、「俳句の会」等、激励を頂きました。入

江前年度会長には様々なサポート・アドバイスを頂

き、皆様のお蔭で良いスタートが切ることができ、感

謝いたします。

① 2017-18年度国際ロータリー会長の イアン H.

S.ライズリーの紹介と活動方針について＊資料①

3つの重点活動方針

１、クラブのサポートと強化

２、人道的奉仕の重点化と増加

３、ロータリー公共イメージと認知度の向上

② 2017-18年度 第2780地区ガバナー 大谷

新一郎様の紹介と地区方針について＊資料②

③自己紹介

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 1

00％子会社）に入社 中小企業法人を中心に車の

直販営業 トヨタ自動車メーカー表彰（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・代理店研修課長、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 T

LC 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（独立系代理店） 代表取締役に就任

《事業内容》 経営コンサルティング・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
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現在に至る

◆年間 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

④大和中ロータリークラブ目標・活動計画について

会長ターゲット

「みんなが主役、一人ひとりが主役」

今年度は、創立40周年を迎える記念の年度とな

る節目の年となります。

1978年5月9日創立総会を開き、1978年6月23

日にRI承認、1979年4月22日にチャーターナイト

（認証状伝達式）が行われました。その当時のチャー

ターメンバーは、23名。いま現在、3名の方々が現

役メンバーとしてご活躍いただいております。

（上田利久会員・郡司守会員・伊藤英夫会員です）

40年前に大和中ロータリーの会員になられた方、

この一年で会員になられた方、それぞれのロータリー

への思いがありますが、大和中ロータリーの先輩方々

が積み上げ、タスキをつないで頂いたおかげで会員

同士、お互いを尊重しながら言いたいことが言える風

通しの良いクラブ、仲の良い大和中ロータリークラブ

が出来上がったのだと思います。今後も、それを繋

いで、いけるようにしたいと思います。

40周年記念事業実行委員会につきましては約1

年前より、神作彰委員長、石川健次幹事長のツートッ

プで委員会をすでに立ち上げ、委員会の開催もいた

だいております。記念事業・式典・祝宴等があります

が、宜しくお願い致します。

一人で出来ない事でも、みんなでやれば出来る

一人ひとりが協力し、参加して頂くことが 結果として

みんなが楽しい、良い40周年だったと言える一年に

出来ると思います。是非とも、40周年記念事業につ

いてもご協力、ご参加頂きたいと思います。宜しくお

願いいたします。

１、予算会計について

２、創立４０周年記念事業について

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・石川健次幹事長

①地引網（イチョウ団地自治会 国際交流、文化交

流）財団地区補助金の活用

②松風園 映画鑑賞会

③交通事故撲滅（交通安全教室）

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

３、奉仕プロジェクトについて

創立40周年事業の冠をつけて行う事業が３つ

①松風園 映画鑑賞会②交通事故撲滅（交通安

全教室）③特殊詐欺撲滅 落語の会

４、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

3回の家族例会を行います、その中で来年3月に劇

団四季による「アラジン」の鑑賞があります。人気あり

予約難しいとの事です。

５、国際奉仕について（姉妹友好クラブ）

イチョウ団地自治会との地引網、東慶州RCとの

親睦交流

６、会員増強・会員維持（努力目標 新入会員5名）

純増1名 女性会員の増強（現在会員数：41名）

７、ロータリー財団について

一人当たり 200ドルの寄付、地区補助金の活用

８、米山奨学について

一人当たり 20,000円以上の寄付

９、青少年交換留学生

台湾よりニックネーム：タイガー君の引受け

大和西高校決定

辻彰彦会員・北砂会員のホストファミリーのお引受

けに感謝（ホストファミリーについては、協力依頼）

入江直前会長、橋本日吉P会長の協力あり

10、例会（SAA・会場監督）

八千代銀行４階会議室・設営 卓上花

例会タイムスケジュール等 ほぼ前年と同様

出席報告は、出席担当（親睦活動委員会）が発表

職業奉仕委員会より毎月始めに「四つのテスト」唱、

クラブ研修委員会より会員による一言情報提供、発

表

11、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

12、青少年育成基金

例年通り大和市内の中学校へ
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13、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・ノルディックウォーク・ダンス）

14、事務局

藤原さん 従来どおり 賄いの安倍さんも同様

15、その他

マイロータリー登録について（登録率50％目標）

東慶州RCとの今後について

2016年規定審議会 柔軟性の正しい理解

大谷ガバナーエレクトの「地区方針の中」にもあり

ます、2016年規定審議会 柔軟性の正しい理解に

ついてがあります。今年度は、基本的に大和中ロー

タリーは、例会については従来どおりのやり方考え方

で行います。

横澤さんが会長の時間でお話された「不易流行」

という言葉があります。松尾芭蕉の「奥の細道」の旅

の中で見出した理念の一つです。※資料③

何を変え 何を変えないか？変えるとしたら 何を

変え どの様に変えるか？環境変化に対応するチカ

ラこそ今、求められていると強く思います。

もうひとつ、PETS研修で、第２ゾーン財団地域コー

ディネーターの竹腰様より「脚下照顧」（きゃっかしょ

うこ）についての話がありましたのでご紹介いたします。

＊資料④

後に、仕事の都合で例会等、出席できない場

合がありますのでその時は、ご迷惑おかけいたします

が、宜しくお願いいたします。

改めまして、一年間宜しくお願いいたします。

※資料①、②、③、④は事務局にご請求ください
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河西 正彦 様（大和田園RC）
いよいよ新年度です。本年度は貴クラブにおかれて

飛躍の年度になりますこと、祈念申し上げます。
小栁智裕 会長、北砂明彦 幹事、髙橋政勝 副会長

いよいよスタートいたします。「みんなが主役、一人ひ
とりが主役」で、この一年務めてまいりります。今年度は4
0周年や交換留学生も迎えます。会員皆様のお力をお
借りし、みんなが楽しめる一年として参ります。宜しくお願
いいたします。大和田園RCの河西さん、ようこそお越し
下さり、ありがとうございました。
入江 公敏 君、阿萬 正巳 君

東慶州訪問してまいりました。小栁会長、北砂幹事い
よいよ船出です。体に気をつけて頑張って下さい。
後藤 定毅 君

小栁会長、北砂幹事、お二人の門出を心からお祝い
申し上げます。楽しい一年となるよう期待いたします。郡
司さん、しばらく。元気そうで何よりです。一年間頑張って
下さい。
伊藤 英夫 君、上田 利久 君、郡司 守 君

いよいよ40周年を迎えますね。皆さん方の思いの積
み重ねの中で、おめでとうございます。私達年寄組、外
野の方から応援します。
長野 俊八 君

小栁会長、北砂幹事、一年間ご苦労様です。頑張っ
て下さい。
髙橋 清 君

小栁会長、北砂幹事、平成29年7月いよいよ小栁北
砂丸の船出の時がきました。40周年に相応しい実のあ
る記念の年になりますよう全力投球して下さい。
神作 彰 君、古郡 清 君、石川 健次 君

小栁会長、北砂幹事の晴れの門出を祝って。一年
間頑張って下さい。
横澤 創 君

小栁・北砂新年度の出発、おめでとう。元気で楽しく
一年を過ごしましょう。
岸 幸博 君

小栁会長、北砂幹事いよいよ始まりましたね。一年間
宜しくお願いします。
石川 達男 君、富澤 克司 君

小栁会長、北砂幹事、新年度が始まります。一年間
宜しくお願い致します。
野口 宏 君
入会記念日のお祝いありがとうございます。5年目とな

りました。今後ともよろしくお願いします。
川名 惠美子 君
原嶋 賢一郎様、竹野 国敏様、お誕生日おめでとう

ございます。
玉川 雄 君、中村 友彦 君
小栁、北砂年度スタートですね。一年間宜しくお願い

します。
石田 卓也 君
先日は歓迎会を催して下さり、ありがとうございました。

また、小栁会長、北砂幹事、これから宜しくお願いします。
橋本 日吉 君、辻 彰彦 君
いよいよ小栁・北砂丸出航ですね。素晴らしい一年間

になります様に。おめでとう。
親睦活動委員会一同
小栁会長、北砂幹事、一年間の御指導よろしくお願

いします。また、親睦活動委員会への会員の皆様のご
協力もよろしくお願いいたします。
スマイルBOX委員会 鈴木 洋子 君、橋本 日吉 君、
番 桂柳 君、藤塚 勝明 君
今年度テーマ「みんなが主役、一人ひとりが主役」を

盛り上げていくため、楽しいスマイルを。一年間よろしくお
願いします。
小栁 智裕 君
創業記念日を祝って頂きましてありがとうございます。

18年になります。
北砂 明彦 君
入会記念日を祝って頂きありがとうございます。7年目

に突入です。今後ともご指導よろしくお願いいたします。
竹野 国敏 君
誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。

小野 泰弘 君
小栁会長、北砂幹事、就任おめでとうございます。私

は入会したばかりで、いろいろご迷惑をおかけする事もあ
ると思いますが、1年間よろしくお願いいたします。

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \35,000 累計 \35,000


