
2017～18年度第40代小

栁会長のあと、大和３RCでの

初めての女性会長として、又

大和中RC４１代目の会長とな

りました。

40周年記念事業等も含め、

無事立派に会長を務められた

小柳さんの後を受けて、どの

様にしていったらわかりませんでしたが、故横澤さんの

「鈴木さんらしくやれば」とのお言葉や、体調不良で退

会された上田さんから参考にと頂いた童謡・唱歌の楽

譜から、1年間何をしたいかが、見えてきました。

毎回会長の時間に歌を歌うことはどうか、最初は悩

みましたが、季節や月ごとのテーマ、卓話や卓話者に

合わせての歌はと、今日まで移動例会以外はうたうこ

ととなりました。（最後の家族例会ではバスの中で“牧

場の朝”を歌いましたが）家族例会に参加していただい

た方々と一緒に歌えた事はとても嬉しかったです。

今年度の会長ターゲットは「未来への足がかりを創ろ

う」と致しました。テーマの実現のために何が出来ただろ

うかと振り返って考えてみますと、残念ながら会員減に

なり、諸問題も有り足がかりどころか足がかりを作るため

の資源が不足している状態になりました。何がどうして

かは分かりませんが、会長をお受けしての１年を振り返っ

てみたいと思います

7月5日会長就任、緊張と不安が身体中に満ち溢れ

ていました。

7月19日は９５歳の世界最高齢の現役パイロットの高

橋さんの卓話は元気を与えて下さいました。

7月28日通夜、29日告別式に８５歳で亡くなられた

郡司会員のお葬式に行って参りました。体調不良のと

ころ私が会長になることで、もう一年頑張るよと言って

下さったことは忘れることができません。会長就任早々

の事で、とても悲しかったです。

8月2日の第一例会は皮肉にも「会員増強月間にあ

たり」で、卓話者は地区会員増強・会員維持委員会長

の松下さんでした。郡司さんがお亡くなりになったことで、

会員減になって何とも言えない気持ちでお話を聞いて

いた記憶があります。

8月9日は夜間移動例会で、ゲストと一緒に食事をし

ながらピアノ演奏を楽しみました。ゲストでいらした方々

にＲＣの事を知って頂ける機会を提供出来たのではな

いかと思いました。

9月6日は会長テーマにつながる「こども食堂につい

て」の卓話でした。個食の子ども達や学校給食が無い

夏休み期間等を通して子ども達と関わりを持ち、食べる

こと以外でも面倒を見ているお話をお聞きすることが出

来、これからの日本を担う子ども達に何ができるかを考

えさせられました。

9月7日は第４９回「地域安全県民の集い」に招待さ

れ、特殊詐欺撲滅活動の件で大和中ロータリークラブ

が表彰されました。前任の皆様を代表として表彰状を

頂きました。
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【 本日のプログラム 】 7月4日 就任挨拶 「就任にあたり」 会長・幹事
【 次回予告 】 7月11日 クラブフォーラム 「年度始めにあたり」 会長・幹事

【 第1951例会 】 令和元年6月20日（木） 【 司会SAA 】 石川 健次 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 中村 友彦 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

34名 29名 87.88% 65.63% 4名 藤塚、原嶋、池澤、新村

会長挨拶 鈴木 洋子 会長
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9月9日には公益社団法人日本青年会議所関東地

区神奈川ブロック協議会第４６回神奈川ブロック大和

大会に招待されました。これからの日本を背負う若い

人々の活気を感じ、明るい未来になる事と思いました。

横澤会員のご子息が会長を立派に務めていらっしゃい

ました。次の日に横澤会員がお亡くなりになったとお聞

きした時は信じられませんでした。9月14日通夜、15日

告別式では悲しみと寂しさで一杯でした。

9月17日は移動家族例会で地引網でしたが、生憎

の台風の影響で中止となりましたが、大和自動車学校

をお借りして例会を致しました。入江会員はじめ自動車

学校の皆様には大変お世話になりました。

10月4日は米山月間にあたる事もあり、米山奨学生

のファン レ グエンさんに卓話をして頂きました。ファン

さんは日本に就職し、やがてＲＣに入りたいと言ってい

たことを思い出します。

地区大会が、10月13日に鎌倉パークホテルで又14

日に茅ヶ崎市民文化会館にて開催されました。14日

の本会議 記念講演は二人で、元米山奨学生・台湾

学友会初代理事長 徐重仁さんは代表を務める会社

の自主活動組織「台湾美化協会」会長として、台湾のト

イレ清掃をする社会貢献活動にも取り組んでいる方で

した。

10月20日第２７８０地区本厚木ロータリークラブの国

際ロータリー加盟認証状伝達式に出席致しました。初

代会長がお亡くなりになりましたが、38名の会員でのス

タートで、記念事業の紹介で厚木市少年野球協会学

童部の方々も参加しての式典でした。

11月10日は、しらかし会の児童ご父兄を招待しての

映画鑑賞会をイオンシネマ海老名で催しました。例年

イオンシネマつきみ野で開催しており場所が変わり心配

していましたが、家族３２組、職員の方々を含め１２０名

の多くのご参加をいただきました。本年度は地区補助

金を受けることが出来、例年より少し多くお菓子や飲み

物をお土産にさしあげる事が出来ました。嬉しそうな子

ども達の顔が浮かびます。

11月15日はガバナー公式訪問に備えての例会でし

たが、中野正義ガバナー補佐同席しての東慶州ＲＣと

の姉妹クラブ締結35年周年記念合同例会を北京飯

店で１７名の東慶州ＲＣのメンバーと行いました。東慶

州ＲＣから４つのテストの額を頂き、毎回例会時には指

名制にて、会員の皆様と一緒に唱和しています。

11月29日は脇 洋一郎ガバナー公式訪問を受け

ての第3回クラブ協議会でした。1月14日～21日サン

ディエゴで開催された2018ＲＩ国際協議会に参加され

た時のお話をされました。その後会員皆様からの質問

等にお応えし、会員増強の話から出席率の話や例回

数の話等活発な意見交換が有りました。

12月9日は移動例会で大和自動車学校・大和ＲＣ・

大和中ＲＣ共催の「交通事故撲滅大作戦」でした。青

少年交換派遣候補生の青木悠剛くんとお母さまの紹

介を兼ねて、会員20名の参加での例会でした。寒い中

での催しとなりましたが、多くの来場者で熱気につつま

れました。

12月12日はクリスマス家族例会を北京飯店にて行

いました。10名のゲストをお迎えしてマジックショーをは

じめ、ダンス同好会の皆様のパフォーマンス、ビンゴ大

会等盛りだくさんのプログラムで大いに盛り上がりました。

1月に入り12月末で3人の方の退会を発表致しまし

た。番桂柳会員におかれましては、大和中ＲＣ内規第

１０項の（２）により、功労者として、表彰させていただき

ました。半年間でお二方がお亡くなりになり、病気等の

理由でお三方が退会、計5名の会員減となった事は非

常に残念であり淋しい限りでした。

2月2日に大和市政６０周年記念式典に行って参り

ました。

2月10日は厚木県央ＲＣホストで第6GのIMが開催さ

れました。テーマ「わがクラブが取り組む地域貢献事業」

で大和中ＲＣは、映画鑑賞会「しらかし会の児童と父兄

とともに」を発表致しました。残念ながらIM賞は逃しまし

たが、他クラブの多くの会員の方からお褒めの言葉を

頂いた事は忘れられません。奉仕プロジェクト委員会

野口担当理事、北砂委員長、辻会長エレクトはじめ奉

仕プロジェクト・公共イメージ委員会、会員皆様のおか

げで素晴らしいIMになったと思います。残念なことに、IM

をもって中野正義ガバナー補佐が、ご家庭の事情で退

会なさいました。

3月19日に米山奨学生のファン レ グエンさんの送

別会をしたところ多くの会員に参加して頂き、ファンさん

もとても喜んで、新しい出発に向かいました。カウンセラー

の北砂会員に大変お世話になりました。いつの日かロー

タリアンとなり、ゲストとして来て下さる事を期待します。

4月11日は大和市特殊詐欺撲滅大作戦の陽春ロー

タリー寄席を開催しました。大和警察署とゆめクラブ大

和に協力して頂きました。今年も入場料を無料にしまし

たが、来場者が少ないように感じましたので、次年度の

課題と思います。高橋政勝会員より巾着袋を寄付して

頂きました。ありがとうございました。

4月14日第２７８０地区相模原かめりあRCの国際ロー

タリー加盟認証状伝達式に出席致しました。女性28名

で発足した月2回例会としたクラブでこれにより第２７８０

地区は女性比率が高くなりました。

5月9日は大和中ロータリークラブの創立記念日にあ

たります。チャーターメンバー伊藤会員による卓話で当

時の写真を拝見し、４１年の歳月を感じました。思い出

深いお話をありがとうございました。

5月11日は家族例会で、ゲスト12名、会員15名の

参加で、晴れ渡った空に霊峰富士が後方にそびえた

つ忍野八海をはじめ、山中湖畔でのランチ、食後に芝

桜の絨毯を見ながらの散策と素晴らしい一日でした。さ
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らに、ゲストの方全員がロータリーに入って頂いたら、活

気あるRCになると思う一日でした。

5月15日に大和ロータリークラブの花岡幹事の通夜

に行って参りました。花岡さんは大和ロータリークラブ4

1代、50代の会長を務め、２０１８～１９年度の幹事とし

て会長幹事会も最初の頃は出席されていらっしゃいま

した。会長幹事会も、会長と幹事のお二人が亡くなり又

中野正義ガバナー補佐も退会され、何とも言えない気

持ちでいっぱいです。

5月23日は青少年育成基金での活動報告を光丘

中学校校長大谷様からお話をして頂きました。会員の

方や関係者の方々からの寄付金です。有効に活用し

て頂き、青少年の育成に役立っている事、大変嬉しく

思いました。全てをご紹介出来ませんでしたが、大和

中ＲＣの会員の方にも卓話をお願いし、それぞれ個性

あるお話を伺いました。

当初から、いろいろ皆様にご迷惑やご心配をおかけ

しました事が多々有り、暗礁に乗り上げた事もありました

が、励ましの言葉や私の話を聞いて下さり、相談に応じ

て頂だいたお陰で、何とか脱出することが出来ました。

奉仕プロジェクト委員会、親睦活動委員会他の会員

の方のご協力で諸活動が、事故も無く無事終えました

事ありがとうございました。

突然でしたが、横澤さんのあとを受けて、会計を快く

受けて頂いた小倉会員ありがとうございました。特にSA

Aの石川健次会員には会場の机の移動等もあり、設営

のために毎回早くから来ていただきました事、ロータリー

奉仕とはいえ心よりお礼申し上げます。

又今年一月の例会より、石川達男幹事が、ご家庭

の事情でお休みされていました。北砂直前幹事には本

当にお世話になり、今日までの航海に素晴らしい機関

長を務めてくださいました事感謝申し上げます。

今日で2018～19年度の例会は最後です。後会長

としての務めは東慶州ＲＣの離就任式に参加すること

です。スズキ丸に乗船された方々が、途中の港でお降

りになり、残念ながら辻丸にすべてをお渡しする事が出

来なかった事が、心残りです。

二週間後には辻丸の出航です。夢と希望を乗せて

無事出航出来ますようお祈り申し上げますと共に、皆

様に感謝申し上げます。

最後のご挨拶にかえ、私の大好きな詩人金子みすゞ

の詩を朗読させていただきます。

親睦活動委員会 中村 友彦 委員

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

皆出席のお祝い 小倉 一道 委員

皆出席15年 岸 幸博 君

皆出席3年 中村 友彦 君

皆出席1年 竹野 国敏 君

所 属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６G

１ クラブ数 68クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 バリー・ラシン

第２７８０地区ガバナ－ 脇 洋一郎

第６グループガバナー補佐 中野 正義

１ 会 員 数 年初 39名

現在 32名 入会 1名（肥田昭君）

退会 8名（郡司守君、横澤創君、番桂柳君、

梅野房子君、玉川雄君、石田卓也君、

橋本吉宣君、川名惠美子君（6月30日））

１ 出席率 ７１．１７％

１ ゲストビジタ－数 １３４名

１ 例 会 通 常 41回 夜 間 2回 、

家族会 3回 取り止め 5回

１ スマイルボックス

目標額 ８７０，０００円

達成額 ７月～6月 ５７１，０１５円

達成率 ６５．６３％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ７，８００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～6月 ３，４５２.５５ドル

達成率 ４４．２６％

１ 米山記念奨学金

目標額 ７８０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～6月 ７５６，５００円

達成率 ９６．９９％

２０１９年６月１９日現在
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本日の歌（唱歌）

「朝はどこから」

年間報告 石川 達男 幹事

委 員 会 報 告
橋本 吉宣 さん 川名 惠美子 さん

退会のご挨拶（6月30日に退会）
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鈴木 洋子 会長・石川 達男 幹事
一年間お世話になりました。皆様に感謝申し上げます。

橋本 吉宣 君
鈴木会長、一年間お疲れさまでした。私事ですが、今

季をもってロータリークラブを退会させて頂くこととなりまし
た。今までいろいろとお世話になりました。ありがとうござ
いました。
川名 惠美子 君

素敵なロータリアンの皆様の一員として活動できたこと
を誇りに思い感謝申し上げます。皆様のご健康とお幸せ
をお祈り申し上げます。
辻 彰彦 君

鈴木会長、石川幹事、そして北砂直前幹事、一年間
ありがとうございました。懐かしい顔ぶれ嬉しい気持ちで
す。
後藤 定毅 君

会長、幹事には一年間ご苦労をおかけしました。無事
に帰港されたことに敬意を表します。特にリリーフ役の北
砂様には感謝を申し上げます。ありがとうございました。
肥田 昭 君

先日は歓迎ありがとうございました。これからよろしくお
願いします。
肥田 昭 君

先日は歓迎ありがとうございました。これからよろしくお
願いします。
竹野 国敏 君

皆出席のお祝いいただきありがとうございます。
中村 友彦 君

鈴木会長、石川幹事そして北砂直前幹事、1年間お
疲れさまでした。
髙橋 清 君、橋本 日吉 君

鈴木洋子会長、石川達男幹事、北砂明彦直前幹事、
ご苦労様でした。1年間の経験を辻、富澤年度に貢献し
てください。大変お疲れさまでした。
北砂 明彦 君、梅田 秀雄 君、神作 彰 君、
富澤 克司 君

鈴木会長、1年間お疲れさまでした。大変であった分、
思い出も多く出来た事と思います。辻年度も引き続きよ
ろしくお願いします。石川幹事、本日久しぶりに元気な顔
が見れ嬉しく思います。ご家族の事情もあり大変ですが、
これからもよろしくお願いいたします。橋本吉宣君、川名
惠美子君、久しぶりです。今回は残念ですが、また再入
会をお待ちしてます。
野口 宏 君

鈴木会長、石川達男幹事そして北砂明彦直前幹事、
お疲れさまでした。例会の童謡はすがすがしい気持ちと
なりました。ありがとうございました。
阿萬 正巳 君

鈴木会長、石川達男幹事、北砂明彦直前幹事1年
間ご苦労様でした。創業記念日のお祝いありがとうござい
ます。
長野 俊八 君、入江 公敏 君

鈴木会長、石川幹事、1年間ご苦労様でした。
石川 健次 君

鈴木会長、石川幹事、そして北砂直前幹事、お疲れ
さまでした。SAAに1年間ご協力頂き、ありがとうございま
した。最終例会で、橋本吉宣さんに会えてうれしいです。
古郡 清 君

鈴木会長、石川幹事、お疲れさまでした。
伊藤 英夫 君

入会記念日のお祝いありがとうございます。次年度も
元気に出席出来ます様、頑張ります。

スマイルボックス 辻 彰彦 委員長 本日 \40,000 累計 \６１１，０１５

東慶州ロータリークラブ 会長離就任式 6月27日


