
七夕は中国・日本・朝鮮・台湾・ベトナム等におけ

る節句の一つです。5節句の一つにも数えられる。

（5節句とは正月7日・3月3日・5月5日・7月7日・9

月9日菊の節句）

七夕の説話。こと座の1等星ベガは、中国・日本

の七夕伝説では織姫星として知られている。織姫は

天帝の娘で、機織りの上手な働き者の娘でした。夏

彦星は、わし座のアルタイルです。夏彦も働き者で

あり、天帝は二人の結婚を認めました。めでたく夫婦

となりましたが、夫婦生活が楽しく、織姫は機を織ら

なくなり、夏彦は牛を追わなくなりました。このため天

帝は怒り二人を天の川を隔てて引き離しましたが、

年に一度7月7日だけ会うことを許し、天の川に何処

からかやって来たカササギが橋を架けてくれ会うこと

が出来ました。しかし、7月7日に雨が降ると天の川

の水かさが増やして織姫は渡ることが出来ず、夏彦

も会うことが出来ません。星の逢引であることから七

夕には星合という別名があります。

またこの月に降る雨は催涙雨とも呼ばれています。

催涙雨は、織姫と夏彦が流す涙と言われています。

7日ごとに皆様にお会い出来る事の幸せを感じ職業

奉仕を忘れてはならないと思う七夕伝説でした。

米山奨学生

ファンレグェン君へ

奨学金授与
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【 本日のプログラム 】 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
【 次回予告 】 7月19日 卓話 「９５歳の世界最高齢パイロット」 高橋 淳 様

【 第1906例会 】 平成30年7月5日（木） 【 司会SAA 】 石川 健次 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 入江 公敏 君
【 ゲスト 】 横澤高太郎様、北島隆太郎様、林慶成様、ファン レ グェン様 【 ビジター 】 宮東悠様(大和RC)

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)

39名 27名 75.00% 79.41% 7名
橋本（吉）、池澤、石田、原嶋、板垣、新村、苗加、
玉川、梅野

会長の時間 鈴木 洋子 会長

1912号

会長、幹事引継式
2017～18年から2018～19年へ式

大和青年会議所 理事長 横澤 高太郎様ご挨拶



①7/12大和田園・座間RCさんが表敬訪問に、7/2

6大和RCさんが表敬訪問されます。

②7/9(月)18：30～かごの屋大和店にて会長幹事

会が開催されます。

③7/10(火)大和RC、7/13(金)大和田園RC、7/1

8(水)座間RCに表敬訪問します。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 入江 公敏 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」

鈴木 洋子 会長

2018～19年度会長を仰

せつかりました鈴木 洋子

です。よろしくお願いいたし

ます。

今年度役員・理事をご紹

介させていただきます。幹

事石川 達男さん、副会

長岸 幸博さんはじめ計12名の理事会メンバーと各

委員長とともに1年間運営していきます。ご協力の程、

よろしくお願いいたします。

今年度のバリー・ラシンRI会長テーマ「インスピレー

ションになろう」。テーマロゴはカリブ海のバハマ諸島

出身であることから、波の模様を表したもので、テー

マネクタイは、オーシャンブルーを基調としたもので

す。最初私はこのテーマをどのように解釈したらよい

のか悩みましたが、6月28日に東慶州RC離就任式

に出席させて頂いたり、41代キムジンソク会長の挨

拶の中に、RI会長テーマを「世の中に感動を」と話し

ていました。41代目同士の会長として通じるものが

あったのでしょうか。「世の中に感動を」この解釈に

私は納得しました。このことからバリー・ラシンRI会長

が話していた「30年前のポリオ撲滅活動こそがイン

スピレーションだ」の言葉が私の心に響き、「be the i

nspiration」の解釈がやっと理解できました。今年度

は「未来へのあしがかりを創ろう」をテーマにさせて

いただきました。

音楽の三要素は①メロディー②リズム③ハーモニー

です。メロディーはご存知の通り旋律・歌です。リズ

ムは律動・調子です。ハーモニーは調和・音楽の和

音です。メロディーだけでも十分感動を与えますが、

一人で歌っている時は良いものですが、二人以上の

場合それぞれが自分の速度で歌うと聞いている方

は雑音に感じてくると思います。そこでリズムが必要

になります。更に10人、100人ともなるとだんだん同

じ旋律を歌っている事につまらなさを感じるようになり、

深みを求めています。その深みを出すのがハーモ

ニーです。この事は独唱・独奏から、合唱や合奏に

なり、オーケストラやオペラ等々スケールの大きいも
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のや深い感動を人は求めているからではないでしょう

か。

音楽の事をたとえにお話しさせて頂きましたが、人

間社会でも同様と思います。一人一人が出せる能

力をより大きなものにしていくには、多数の人の力が

必要です。多数であってもバラバラでは大きなものに

なりません。ロータリーはその点皆様個性的であっ

ても、奉仕という同じ目的があるのでひとたび目標を

定めたら、多くの感動を与えられる事が出来ると思

います。「未来へのあしがかりを創ろう」のテーマはま

ずどんなメロディーが良いか、またどのようなテンポが

良いかを皆様で考えながら進めて行きたいと思いま

す。

目標の1.奉仕プロジェクトについて

①松風園映画鑑賞会

②交通事故撲滅大作戦（交通安全教室）

③特殊詐欺撲滅 落語会

2.親睦活動については、入江委員長・委員の方のも

と、3回の家族例会をはじめ、各委員会と連携して

会員・家族が楽しめる企画を用意して頂いてます。

3.会員増強・会員維持については、富澤委員長・委

員の方のご協力を得て、若い会員の入会に努めて

いただき、また現会員の方々とのコミュニケーショ

ンをとって頂きます。

4.国際奉仕については、髙橋 清委員長・髙橋 政

勝姉妹クラブ友好担当・委員の方々のご協力を得

て、東慶州RCとの交流・大和市国際化協会とのタ

イアップ等。

5.ロータリー財団については、一人当たり200ドル以

上の寄付。

6.米山奨学金については、一人当たり20,000円以

上の寄付。米山奨学生ファン レ グェン君（昨年

度より引継）

7.公共イメージについては、FM大和、タウン誌等の

活用・ポリオ募金活動を通してのロータリーの理解

をして頂く。

8.例会については、きらぼし銀行4階会議室・卓上

花例会タイムスケジュールは、前年度と同様です

が、会長の時間に童謡・唱歌斉唱。

9.青少年育成基金については、例年通り大和市内

の中学へ。

10.同好会については、ゴルフ・カラオケ・ダンス・ノ

ルディックの4つです。

11.本年は、橋本日吉プログラム委員長・委員の方々

のご協力を得て、女性の卓話を多くして頂きました。

「未来へのあしがかりを創ろう」のテーマに基づいた、

子どもたちの事をお話していただける卓話者をお願

い致しました。卓話の中から少しでも、インスピレー

ションを感じていただけたらとの思いです。

40周年記念事業 神作委員長・石川 健次幹

事長・小栁会長、北砂幹事はじめ会員皆様のご協

力のおかげで、多くの感動をいただきました。ありがと

うございました。

最後になりますが、1905年2月23日にシカゴRC

が誕生しして、1946年・41年後の4月20日に私が

産声をあげました。1978年5月9日に大和中ロータ

リークラブ創立、2780地区認証順では41番、姉妹

クラブである東慶州RC本年度会長も41代目。かく

言う私も運命か偶然か、大和中ロータリークラブ41

代目の会長となりました。この事がラッキーとなるか、

アンラッキーとなるかは分かりません。もうドラが鳴り

響いたようです。いよいよ船長鈴木 洋子、機関長

石川 達男の船が出航いたします。渚ばかりでなく

嵐に合うこともあろうかと思います。またご迷惑・ご心

配をおかけすることもあると思いますが、無事に1年

の航海を終え、辻港に入港できますように、船員

（会員）の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

幹事就任の挨拶 石川 達男 幹事

皆さんこんにちは。私は20

18年2019年度の幹事を拝

命いたしました石川達男でご

ざいます。栄えある大和中ロー

タリークラブの幹事としての責

務をお預かりして大変緊張しております。一年間しっ

かりと仕事をこなせるか、不安に思っておりますが、

皆様にご指導して頂きながら務めたいと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。鈴木会

長におかれましては、大和中ロータリークラブとして

初めての女性会長として41代目の会長職をお引き

受けになり、その前向きな姿は、我がクラブに新しい

風を起こす人ではないかと本当に期待をしておりま

す。

「未来への足がかりを創ろう」という会長ターゲット

はこれから未来を背負うこども達のことを考え、その

こども達のために何が出来るのか考える良い機会を

提供していだだける例会を多く、考えて頂いておりま

す。会長が考えていることをサポートし、よりよい例

会が運営できる様、各委員会の委員長と協力しな

がら、運営していきたいと思いますので、皆様のご協

力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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（一社）大和青年会議所
理事長 横澤 高太郎 様、
実行委員長 北島 隆太郎 様、
部会長 林 慶成 様

鈴木会長、石川幹事ご就任おめでとうございます。
本日は貴重な例会のお時間を頂戴しまして、ありが
とうございます。本年9月9日（日）に行うブロック大
会につきまして、改めてのPRに伺いました。引き続
き何卒よろしくお願い申し上げます。
宮東 悠 様（大和RC）

今年度もよろしくお願いいたします。
鈴木 洋子 会長、石川 達男 幹事

本年度会長、幹事を務めさせて頂きます。一年
間よろしくお願いいたします。
小栁 智裕 君、北砂 明彦 君

一年間本当にありがとうございました。良い経験
をさせていただきました。鈴木会長、石川幹事一年
間よろしくお願いいたします。ファン君ようこそいらっ
しゃいました。
髙橋 政勝 君

鈴木、石川丸の船出をお祝いいたします。前月2
1日は髙橋清会員叙勲のお祝いを開催しましたとこ
ろ、大勢のご出席を頂きまして、大変ありがとうござ
いました。
後藤 定毅 君
①鈴木、石川丸の航海が成功裡に終わりますこと

を祈ってスマイルします。楽しく一年間頑張ってく
ださい。

②大和クラブの宮東商工会議所会頭様、ようこそ
我がクラブへお出かけ下さいました。40周年には
大変お世話になりました。

髙橋 清 君
鈴木、石川達男年度のスタートです。輝かしい女

性会長の始まりです。一年間頑張ってください。
長野 俊八 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。今後
はボチボチ頑張っていきます。
横澤 創 君

大和青年会議所の皆さん、ようこそお出で下さい
ました。会員大会40周年の成功を祈ります。
親睦委員会 入江 公敏 君

鈴木会長、石川幹事いよいよスタートですね。今
年度親睦委員会楽しくやりたいと思います。
藤塚 勝明 君

富澤様、先日の東慶州RC訪問時には、成田空
港まで車で送迎をしていただき、誠にありがとうござ
いました。感謝です。
阿萬 正巳 君

鈴木会長、石川幹事1年間よろしくお願いいたし

ます。
藤田 方己 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。
長野 俊八 君、伊藤 英夫 君

鈴木、石川会長幹事さん、頑張ってください。期
待しております。
梅田 秀雄 君、藤塚 勝明 君、横澤 創 君、
富澤 克司 君、岸 幸博 君、藤田 方己 君

鈴木洋子会長、石川達男幹事、一年間よろしく
お願いいたします。小栁智裕直前会長、北砂直前
幹事一年間ありがとうございました。大和青年会議
所の皆様ようこそ。今年は会員大会ですね。
橋本 日吉 君

鈴木会長、石川幹事、一年間の船出おめでとう
ございます。一年間のご活躍、心よりお祈りいたしま
す。また皆様のご協力でプロクラム委員会一年間、
楽しい例会にして参りますので、よろしくお願いいた
します。
川名 惠美子 君
①鈴木洋子会長、石川達男幹事、本年度どうぞよ

ろしくお願いいたします。
②小栁 智裕直前会長、北砂 明彦直前幹事、1

年間ご苦労様でした。そしてありがとうございまし
た。

③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。

野口 宏 君、藤田 方己 君
鈴大和青年会議所横澤理事長、北島さん、林さ

ん、ようこそ大和中ロータリークラブへ。いよいよ、
会員大会ですね。成功を祈っています。
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。無
事50歳を迎えることが出来ました。
小倉 一道 君

入会記念日のお祝いをいただき、ありがとうござ
います。
北砂 明彦 君

入会記念ありがとうございます。8年目になります。
これからもよろしくお願いします。
辻 彰彦 君

鈴鈴木会長、石川幹事、一年よろしくお願いいた
します。新年度を迎えるにあたり、後藤PGにいろい
ろとご指導頂き、心よりお礼申し上げます。スマイル
ボックスは奉仕プロジェクトの善意のご寄付です。
髙橋 政勝 君、神作 彰 君

6月21日、髙橋 清会員叙勲のお祝い及び、創
立40周年ご苦労さん会に多くのご出席ありがとうご
ざいました。

スマイルボックス 辻 彰彦 委員長 本日 \48,150 累計 \48,150


