
一年を顧みて

2016年11月に、指

名委員会において会長

にご指名を頂きました。

幹事に北砂さん、副会

長に高橋政勝、最強の

メンバーで大和中RC創

立40周年の年度を迎えられたのではないかと思い

ます。

まず、今年度の会長ターゲット「皆が主役、一人

ひとりが主役」をかかげました。本当に、「皆が主役、

一人ひとりが主役」のその様な、一年だったと思いま

す。また、サブテーマ「脚下照顧」「不易流行」をか

かげ会長の時間を使わせていただきお話をさせて

頂きました。皆さんにうまくお伝えできたか心配でした

が私自身も非常に勉強になった一年でした。ありが

とうございます。

さて、昨年7月6日に、入江パスト会長よりバトンを

受取り「就任に当たり」ご挨拶をさせて頂き、早いも

のであっという間の一年でした。一年を振り返らせて

いただきます。

＜例会について＞ 例年にない取組みと致しまして

1、3分間スピーチ 高橋政勝 副会長のアイデア

2、四つのテスト 職業奉仕 神作委員長

3、会長の時間のテーマ「却下照顧」「 不易流行」で

資料を配布

４、会場設営については、例年通りでありましたが、

お花、コーヒータイムなど、リラックスできる例会

作りが出来たのではと思います。SAA感謝

＜プログラムについて＞委員長 石川健次さん

＜会員増強・会員維持内容は幹事より＞－2名

上田利久 、引田

＜ロータリー財団・米山奨学金寄付について＞

幹事より

＜主な事業・行事について＞

7月9日 40周年事業国際交流事業として、茅ヶ

崎サザンビーチにて地引網を実施。国際奉仕・親

睦活動・公共イメージ委員会によりいちょう団地外

国籍の方々など総勢150人参加いただきました。大

和自動車学校の皆様には、バーべキューの準備な

ど、当日は暑い中ありがとうございました。また、資金

面では、「地区補助金50万円」を活用させて頂きま

した。

7月20日 大谷新一郎ガバナー公式訪問

8月20日 チェン君台湾より来日 青少年交換留

学生として 大和西高校に入学 北砂幹事宅へホー

ムスティ、 カウンセラー 辻彰彦さん

9月8日～11日 東慶州ロータリーメンバー関

係者含め4名来日 厚木基地ゴルフ場

9月17日、18日 第2780地区大会
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【 本日のプログラム 】 7月5日 就任の挨拶 「就任にあたり」 会長、幹事
【 次回予告 】 7月12日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 第1905例会 】 平成30年6月21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 】 梅田 秀雄 君

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)

40名 29名 85.29% 80.56% 12名 阿萬、橋本（吉）、新村、苗加、小倉

会長挨拶 小栁 智裕 会長
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10月10日 米山月間。米山梅吉記念館訪問 長

野米山奨学委員長には、事前の訪問、準備・企画

など、米山奨学会・米山梅吉氏について学ぶ大変

よい機会を作っていただきました。ありがとうございま

した。改めて 米山梅吉氏の功績や、米山奨学金

の必要性、活用のされ方を学びました。

10月29日 家族移動例会 「忍野八海」 天候

悪化の為、中止となりました。大変残念ではありまし

たが、中村さんはじめ親睦活動委員会の皆様ありが

とうございました。

11月11日 40周年記念事業として「映画観賞会」

を実施開催。つきみ野イオンにて「松風園しらかし会」

の園児と親御さん職員の皆様含め150人を招いて

映画観賞会を実施いたしました。後日ご父母の方々

からの感想文をいただきました。まさか子供と映画館

で映画を見ることが出来るとは思っていなかったので

感激しました等、感謝のお言葉も頂きました。橋本

奉仕プロジェクトはじめ奉仕プロジェクトの皆様ありが

とうございました。

12月10日 40周年記念事業 交通事故撲滅大

作戦を大和RC・大和自動車学校と共催参加型の

交通安全教室を開催いたしました。模擬店では、入

江さんはじめ大和自動車学校の皆様、高橋政勝会

長の大和社会福祉協議会の皆様にも大変お世話

になりありがとうございました。また、小野さんや、小

倉さんなど入会まもない会員の方々も積極的に動か

れていたのも大変ありがたいことと思いました。まさに

この時、今年のテーマ「みんなが主役、一人ひとりが

主役」だと思いました。当日は、来場者数は 3,000

人超と大変大勢の方々の来場、参加を頂きました。

12月21日 クリスマス家族例会 北京飯店にて

親睦活動委員会梅田委員長、担当川名副委員長

の企画により大変盛り上がりのある笑顔たっぷりの

楽しいクリスマス会だったと思います。また、社交ダ

ンス同好会のメンバーによるダンス披露は、意外性

があったり等素晴らしい社交ダンスだったと思います。

コーラルリーフの2人 村田亮 歌も良かったです。

1月24日 40周年記念事業「特殊詐欺撲滅大

作戦と落語の集い」を、シリウスにおいて夢クラブの2

00名をご招待、大和警察署のご協力の下 開催い

たしました。後に、大和警察署より、特殊詐欺撲滅メ

モ帳を寄付に対して大和中ロータリークラブへ感謝

状を頂きました。

2月12日 第６グループIM オークラフロンティア

ホテル海老名開催25名の会員参加。ゲスト講演者

「養老猛」「テーマ ロータリーに変化をもたらす」で

した。アトラクションでは「利き酒」大会。

3月18日 親睦活動委員会企画によります、「ア

ラジン」ミュージカル観劇と第一ホテルでの東京の

夜景を見ながらのブッフェスタイルでの食事会わ開

催、伊藤秀夫会員が当日80歳(傘寿)の誕生日を

一緒にお祝い致しました。

4月8日 地区研修協議会を横須賀にて開催。

次年度へ向けて。横須賀海軍カレー。

4月28日 40周年記念事業 メインイベントの「ピー

ターパンとウエンディ」劇団ポプラ、大和シリウスメイ

ンホールにおいて開催。大和市内小学校の生徒・

保護者を1,000名を招待。大和市役所、大和市教

育委員会の後援を頂きました。当日は、大木市長、

教育長にもご挨拶いただきました。小学生、保護者

の方にアンケートへのご回答を頂きました。おもしろ

かった、初めてミュージカルを見た、親子でミュージ

カルを見る機会を頂いて感謝、など 一番多かった

のは、また、開催してほしい。

5月19日 大和中ロータリークラブ創立40周年

式典祝宴を、小田急ホテルセンチュリー相模大野

にて開催。神作実行委員長はじめ40周年実行委

員会の石川健次総務幹事、藤塚式典祝宴委員長

におきましては、本当に、頭が下がる思いです。この

お二人がいなければ出来ない事業でした。また、東

慶州RC姉妹クラブ担当の入江さん 成田へのお迎

えお送りまでのすべての接待ありがとうございます。

（当日の、アトラクション、お返し品、会員むけ記念

品）長寿会員への感謝状、チャーターメンバー3名

（上田、郡司、伊藤秀夫）挨拶いただいた事。最後

に、伊藤さんの挨拶に40年の重みを感じました。あり

がとうございます。

＜各同好会の活動＞

ノルディックウオーク歩こう会 9月21日 茅ヶ崎

小出里山の彼岸花、網元料理「あさまる」にて食事

懇親会。

社交ダンス同好会 はじめは、大和自動車学校

の食堂をお借りしての練習でした。毎週練習 12月2

0日クリスマス家族会にてダンス披露発表。現在、メ

ンバーは12名～15名。

カラオケ同好会 1回開催

ゴルフ同好会 厚木基地ゴルフ場、旧相模ゴルフ。

＜その他 事項＞

青少年交換留学生 チェン君 大和西高校へ。

米山奨学生 ファン レ グエン

幹事北砂さん、青少年交換留学生 ホストファミリー。

副会長の高橋政勝、3分間スピーチ始め、様々

なアドバイスを頂きました。きらぼし銀行会議室の使

用について 例会場として事務局 藤原さん、まか
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ない の安倍さん 一年間 ありがとうございます。

次年度に向けて鈴木洋子会長、石川達男幹事

にうまくバトンタッチ出来たかわかりませんが取りあえ

ず、次年度へ引き継ぐことが出来る ところまで き

ました。

もうすでに、次年度に向けて、準備万端 いつで

も 出航できる状態だと思います。いずれにいたしま

しても、「みんなが主役、一人ひとりが主役」をテーマ

に活動してまいりました。会員一人ひとりの協力がな

ければ出来ないことが 多多ございました。

すべての事業におきまして、成功裏に出来ました

ことを、心より感謝いたしますとともに今後、会員お

一人お一人のご健勝を祈念いたしまして「一年を顧

みて」会長の挨拶とさせていただきます。本当に、

一年間ありがとうございました。

所属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 ６７クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 イアン・ライズリー

第２７８０地区ガバナ－ 大谷 新一郎

第６Gバナー補佐 加藤 伸一

１ 会 員 数 年初 41名

現在 39名

入会 0名

退会 2名（引田俊一 君、

上田利久 君（6月30日））

１ 出席率 ８３．３０％

１ ゲストビジタ－数 185名

１ 例 会 通 常 41回

夜 間 1回

家族会 2回

取り止め 7回（祝日等4回含む）

１ スマイルボックス

目標額 ８７０,０００円

達成額 ７月～６月 ６１５，８４５円

達成率 ７０．７９％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ８，２００ドル（１人当り＄200）

達成額 ７月～６月 ６，８３５．０２ドル

達成率 ８３．３５％

１ 米山記念奨学金

目標額 ８２０，０００ 円（一人当り２０，０００円）

達成額 ７月～６月 ８７２，５００円

達成率 １０６．４０％

２０１８年６月１４日現在

40周年の大きな節目に幹事職を賜りました事、

本当に感謝いたします。また会長ターゲット「みんな

が主役、ひとり一人が主役」のもと、すべての会員が

力を合わせて例会・4大事業・式典を見事成功出

来た事にも感謝と感激がございます。

2017年4月16日日曜日小田急新松田駅から徒

歩で向かった立花学園高等学校にて地区研修・協

議会幹事部門に出席をし、[Enter to learn]入り手

学び[Go forth to serve]出て奉仕せよ。と言葉を頂

きスタート致しました。年間スケジュールで7月は特

にバタバタ致しました。7月6日第1861回例会就任

挨拶、３日後の7月9日（日）には「クラブ創立40周

年記念事業：地引網大会」そのまた4日後の7月13

日（木）ガバナー補佐を迎えての第1回クラブ協議

会。その1週間後7月20日（木）ガバナー公式訪問

でした。

また、本年度は初めてのホストファミリーも経験さ

せていただきました。7月23日羽田空港に台湾から

の留学生チェン・チョン・チュング君を向けに行きま

した。大和市役所や大和西高校公などへの手続き、

また地区主催の青少年交換留学生の会合などに出

席をし、交換留学生制度を勉強することが出来まし

た。第6Ｇ会長幹事会にも出席をし、多くの友人を作

る事が出来ました。

8月以降は少しずつ慣れてきて、幹事報告の素

案はは1か月分まとめて作成しておくことや、理事役

員会が開催された議事録は当日中に作成するなど

効率化進めることが出来ました。11月以降の40周

年事業については40周年実行委員会の緻密なる

計画により、すべての事業・式典に至るまで素晴らし

い成果を挙げて頂けたと思います。

幹事が至らなかった部分、会長自らが率先して希

望や助言をこまめにして頂けた事にも感謝いたしま

す。これからはこの一年間で得たものを新たに発揮

できるよう努めてまいります。皆様本当にありがとうご

ざいました。

ご挨拶

上田 利久 会員

6月30日付けで退

会されることとなりまし

た。

3

幹事報告 北砂 明彦 幹事

年 間 報 告



【お祝いの方々】

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

創業記念日 長野 俊八 君 6月21日

阿萬 正巳 君 6月28日

入会記念日 伊藤 英夫 君 6月23日

上田 利久 君 6月23日
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小栁 智裕 会長、髙橋 政勝 副会長、

北砂 明彦 幹事

創立40周年の大きな節目に大役を務めさせて頂き、

本当にありがとうございました。皆様一人一人が主役となっ

ていただいたおかげで、素晴らしい一年を経験させて頂

きました。記憶、記録に残るこの一年本当にありがとうご

ざいました。

上田 利久 君

皆さん、こんにちは。私はやがて90歳。今日まで皆さ

んと楽しい日々を過ごさせて頂きました。心からお礼申し

上げます。一寸体調を崩しておりますので、本日をもって

失礼させて頂きます。長い間ありがとうございました。

後藤 定毅 君

①小栁会長、北砂幹事ご苦労様でした。会長には会長

の時間でロータリーを学ばせて戴きました。歴史に残る

会長でした。幹事には裏方を立派に果たされました。

父上に追いつきましたね。これからのお二人の活躍を

期待しています。

②上田さん、退会残念です。お身体の調子が悪いとのこ

と、これからも気をつけてお過ごしください。40年間ロー

タリーを教えて戴き、ありがとうございました。

横澤 創 君

小栁会長、北砂幹事、一年間ありがとうございました。

記憶に残る素晴らしい一年でした。

郡司 守 君

会長、幹事さん、その他役員の方々、そして会員の皆

様、一年間ご苦労様でした。私も今年度は休み多く、ご

迷惑かけ、申し訳ありません。次年度は頑張って精を出

し出席率を上げます。

中村 友彦 君

①小栁会長、北砂幹事、1年間お疲れさまでした。

②四つのテスト唱和にご協力いただいたうえ、記念品ま

でいただきありがとうございます。

伊藤 英夫 君

入会記念日のお祝いありがとうございました。40回目

感無量です。

岸 幸博 君

小栁会長、北砂幹事、ご苦労様でした。

藤塚 勝明 君

小栁会長、北砂幹事、1年間ご指導は見事なものでし

た。感謝いたします。

玉川 雄 君

小栁会長、北砂幹事、一年間ご苦労様でした。

髙橋 清 君

小栁会長、北砂幹事、創立40周年記念の年、大変ご

苦労様でした。この実績を更にクラブのために貢献してく

ださいますことお願いいたします。

辻 彰彦 君

小栁会長、北砂幹事、一年間ありがとうございました。

素晴らしい年度でした。上田会員、やめないで。

職業奉仕委員長 神作 彰 君

中村会員、4つのテスト唱和ありがとうございました。

親睦活動委員会一同

一年間大変お世話になり、ありがとうございました。

スマイルBOX委員会 藤塚 勝明 君、橋本 日吉 君、

番 桂柳 君、鈴木 洋子 君

小栁会長、北砂幹事、一年間お疲れさまでした。会

員の皆様、スマイルへのご協力ありがとうございました。

スマイルボックス 鈴木 洋子 委員長 本日 \37,000 累計 \652,845

叙勲のお祝い・創立40周年記念ご苦労さん会

6月21日18時30分～北京飯店にて

第一部 髙橋清会員叙勲のお祝い

第二部 創立40周年記念行事ご苦労さん会

おめでとうございました。

そしてありがとうございました。

委 員 会 報 告


