
本年度、大和中RC第4

2代会長を拝命致しました

辻彰彦です。一年間どう

ぞよろしくお願い致します。

第一例会にあたり、私

が先輩から教えられ心に

響いたエピソードをお話いたします。

ロータリーのはじまりは、1905年ロータリーが創立

された当時、シカゴは西部に進出するための交通の

要として、成功を夢見た人たちが集まった無法と腐敗

の街でした。どんな手段でもお金を儲けた者が、成功

者としてアメリカン・ドリームを達成した人としてもては

やされました。顧客をごまかした取引で大金を得ても

何とも思わず、騒すよりも蝙される方が悪いという風

潮が、そして節操の無い自由主義がまかり通った時

代でした。そんなすさんだ自由競争の中で生きている

ビジネスマンにとっては、毎日過酷な日が続き、孤独

感と疎外感に加えて、何時この過酷な自由競争の敗

者になるかも知れないという恐怖感が常に付きまとっ

ていました。そんな街の中では親友ができる道理はあ

りません。

「もしもこの街で心から何でも相談できる、また語り

合える友人が居たらどんなに素晴らしいことだろう」と、

一人の青年は考えました。その人こそロータリーの創

始者ポール・ハリスです。

「職業の違う私たちが定期的に集まることができた

ら、心からの友達になれるのではないか」と、熱心にク

ラブの必要性を説いて廻り、シカゴクラブが誕生しまし

た。1906年1月制定されたシカゴRCの定款第２条の

目的に、会員の事業上の利益の促進と会員同士の

親睦と謳われてます。

マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会長

は、「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深

く、意義あるかたちでお互いにつながることができます」
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【 本日のプログラム 】 7月11日 クラブフォーラム 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 次回予告 】 7月18日 第１回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問に備えて」 保田嘉雄ガバナー補佐

【 第1952回例会】 令和元年7月4日（木） 【 司会SAA 】 石川 達男 君

【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 小野 泰弘 君

【 童謡・唱歌 】 あめふり

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)

32名 24名 82.76% 78.79% 5名 原嶋、肥田、池澤、長野、苗加

会長の時間 辻 彰彦 会長

会長、幹事引継式
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と述べられてます。

心の絆で未来を変える奉仕活動が展開出来ます

ように、クラブ会員の皆様のご協力をお願い申し上げ

ます。

①７月のロータリーレートは１０８円となります。

②表敬訪問に７月９日（火）大和RCへ行ってまいりま

す。

③クラブ活動計画書は部数に限りがあります。紛失し

ないで大切に使ってください。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 小野 泰弘委員長

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

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

まず、本年度の理

事、役員をご紹介い

たします。

2019-20年度の

大和中ロータリークラ

ブのクルーですので、

何卒よろしくお願い致

します。

はじめに本年度、国際ロータリー会長は、マーク・

ダニエル・マローニー氏です。2019～2020年度

国際ロータリーテーマは、『ロータリーは世界をつなぐ』

です。

ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士とし

てシカゴにやって来たポール・ハリスがロータリーを創

設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人た

ちと「つながる」ことでした。それから 1 世紀以上が経っ

た今、私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には

想像もできなかったような友情とネットワークを築くた

めの方法が数多く存在します。それでも、ロータリーに

おける「つながり」は独特であり、ほかに類を見ません。

私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、より良い

世界のために行動したいと願う人びとの結びつきをも

たらします。また、ロータリーがなければ出会うことが

なかった人びと、共通の考えを持った人びと、私たち

の支援を必要とする人びととつながり、世界中の地域

社会で人生を変えるような活動を行うことを可能にし

ています。

会員増強のアプローチにおいては、組織立った戦

略的・革新的な方策が必要です。そうすることで、地

域社会とのより広く、深いつながりができるだけでなく、

より多様な会員に魅力を感じてもらい、積極的な参

加を促すことができるでしょう。

2019-20 年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」

のテーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思

慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こす

ためのつながりを築いてまいりましょう。と表明されて

おります。
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本年度のRID2780ガバナー

は、杉岡 芳樹氏です。所属

は相模原ＲＣです。次に、杉

岡ガバナーの活動方針をお

伝えいたします。

１．ＲＩ会長テーマおよび強調

事項の推進

２．ＲＩロータリー賞への積極

的なチャレンジ

ロータリー賞は、クラブ活性化の明確な指標となっ

ている。各クラブが指定された項目をクラブの計画に

あげ、受賞資格を得る活動がなされるよう奨励する。

３．新しいＲＩ戦略計画の推進

・より大きなインパクトをもたらす

・参加者の基盤を広げる

・参加者の積極的なかかわりを促す

・適応力を高める

４．会員増強・会員維持・クラブ拡大

・女性会員や４０歳未満の会員の入会、またローター

アクターのロータリークラブへの入会を促す。

・各クラブ２名以上の純増を

・既存会員の維持

・新クラブ（衛星クラブを含む）の拡大

５．新世代育成の推進

・インターアクト、ローターアクトクラブへの支援およ

び協力の強化。また、ロータリー賞受賞に向け、指

定された項目をクラブで実行するよう奨励する。

・インターアクト、ローターアクトの新クラブ拡大

・若い職業人、若い世代のリーダーシップの養成

（RYLA の実施）

６．地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定の推進

戦略計画を基礎として、地区およびクラブの中期ビ

ジョンを策定してください。クラブにおいては、戦略

計画委員会または長期計画委員会等の委員会を

立ち上げ、または活性化して、クラブの将来のある

べき姿を描き、その実現に向けての行動計画を立

てていただきたい。

７．奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次

寄付

・年次寄付 200 ドル以上／ 1 名

・ポリオ寄付 40 ドル以上／ 1 名

・恒久基金 1,000 ドル以上／ 1 クラブ

８．米山奨学会寄付

20,000 円以上／ 1 名

９．公共イメージ向上に向けて

・ロータリーの認識を高め、「世界を変える行動人」

（ PEOPLE OF ACTION ）キャンペーンを促進する

と表明されております。

次に会長の方針をお伝えいたします。

本年度のテーマは、

「心の絆で、未来を変えるロータリー！」
といたしました。互いに支え合い、50周年に向かって

歩み出した大和中ロータリークラブ。一人の力では乗

り越えられないことも、先輩会員が助け、みんなで描

いた夢に向って、決して諦めることなく前を向いて取り

組むことが出来ます。

素晴らしいロータリー精神をもったメンバーとの絆こ

そ大和中ロータリークラブの宝物であり、そのご縁を

いつまでも大切にすることを心掛け、ロータリーライフ

を楽しむべきだと考えております。せっかくのご縁に出

逢っていても、気付くことができなければ結ばれませ

ん。

またご縁に気づいても、何も行動を起こさなければ、

良い方向へと導かれることはないでしょう。

ロータリアンの使命は、これからの未来が、どれだけ豊

かで温かなご縁をもって生きているかということではな

いでしょうか。

これからの未来を見据えて、感謝の気持ちを大切

にしながら、周囲の人々、未来を担う子ども達のため

に、たくさんのご縁を結び、大きく拡げていきたいと考

えます。

ガバナーの活動方針を遵守し次の目標設定を致し

ました。

目標）

研修の充実（クラブ研修・プログラム）

会員の積極性の向上（親睦と奉仕）

公共イメージと認知度の向上（公共イメージ）

会員増強と寄付の増加（会員増強・維持）（R財団・

米山・青少年）

地元プロジェクトに対する協力と支援（奉仕P・国際

奉仕・職業奉仕）
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具体的な主な内容）

１）いちょう団地の方々との地引網の実施

２）松風園の子ども達との映画鑑賞会の実施

３）交通事故撲滅大作戦への参加

４）陽春寄席・特殊詐欺撲滅大作戦の実施

５）クリスマス例会を含む家族会の実施

６）インターアクト設立検討委員会の設置

７）メディアを通じて大和中RCの認知度の向上を目指

す

８）例会について構成を充実

９）出席について欠席の補填としてメイクアップをお願

いします。

10）クラブフォーラムなど話合いの時間を充分にとる。

以上、一年間よろしくお願い致します。
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辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事

一年間よろしくお願いします。

鈴木 洋子 君

新年度、いよいよ出港ですね。バトンをお渡しする

ことが出来、ほっとしています。辻丸の航海が無事出

来ます様、ご祈念いたします。

阿萬 正巳 君

辻会長、富澤幹事、一年間よろしくお願いします。

伊藤 英夫 君、石川 健次 君、入江 公敏 君、

新村 千成 君

いよいよ辻年度の船出です。辻会長、富澤幹事、

これから1年間が素晴らしい年度となります様、期待

いたします。

古郡 清 君

辻会長、富澤幹事の出港を祝って。

橋本 日吉 君

本日より第４２代辻会長、そして富澤幹事出航で

す。1年間頑張ってください。また、会員の皆様ご支

援、ご協力よろしくお願いします。

梅田 秀雄 君

辻会長、富澤幹事の船出をお祝いするとともに、

ご期待いたします。

石川 達男 君

辻会長、富澤幹事、一年間頑張ってください。

髙橋 清 君

辻彰彦、富澤克司年度の輝かしいスタートです。

楽しく実りのある年でありますように、ご活躍をご期待

しております。

後藤 定毅 君

①辻会長、富澤幹事、ご就任おめでとうございます。

一年間クラブのために奉仕される務めに感謝と敬

意を表します。来年6月に一回り大きくなられたお

二人を楽しみにしています。

②入会記念祝いをありがとうございます。改めて39

年前の昔を思い出します。

小栁 智裕 君

①辻会長、富澤幹事、新年度スタートおめでとうござ

います。一年間よろしくお願いいたします。

②創業記念のお祝いありがとうございます。

髙橋 政勝 君

前年度の姉妹クラブ担当です。会長離就任式に

は大勢の参加して頂き、国際交流の役目をはたして

参りました。辻、富澤丸の門出をお祝い申し上げます。

岸 幸博 君

皆出席のお祝いありがとうございます。

竹野 国敏 君

誕生日のお祝いをいただき、ありがとうございます。

新村 千成 君

妻の誕生日を祝っていただき、ありがとうございま

した。綺麗なお花が届きました。

野口 宏 君

入会記念のお祝いありがとうございます。

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

入会のお祝い、ありがとうございます。9年目に突

入します。これからもよろしく

お願いいたします。辻さん富

澤さん、いよいよですね。楽し

いクラブにしていきましょう。皆

さんも笑顔でスマイルお願い

します。

スマイルボックス 北砂 明彦 委員長 本日 ￥29,000 累計 ￥２９，０００

富澤克司幹事より

就任の挨拶


