
あけましておめで

とうございます。新春

を迎えご家族皆様に

は健やかなお正月を

お過ごしになられた

事とお慶び申し上げ

ます。新たな元号最

初の新年となり、日

本でオリンピックが開

催される記念の年で

もあります。会員皆様には新たな年にそれぞれの思

いを心に期する事と思います。

大和中ロータリークラブは「心の絆で、未来を変え

るロータリー！」をテーマとして上半期の活動を続け

て参りました。先輩方々を始め会員皆様のご指導と

積極的なご協力により充実した活動ができたと思いま

す。

会員増強活動で新会員の入会、外国籍の方々と

の交流会、松風園の子ども達との映画鑑賞、交通事

故撲滅キャンペーン、そして、楽しかったクリスマス家

族会と上期をここまで進めて来る事ができましたのも

各委員会と会員皆様、もちろん富澤幹事や事務局

藤原さん、阿部さんのご協力のお蔭と深く感謝申し上

げます。

さて、今後、戦後生まれの日本人社会は人口減

少社会に突入します。常に右肩上がりの人口は国内

消費の増加であり、GDP上昇の原動力でした。良いも

のを作れば売れたのです。メーカーもそれに専念で

きましたが、市場は縮み始めました。政治、経済と難

しい問題が山積しておりますが、創意工夫で知恵を

出し合い乗り切りたいと考えます。

国民総幸福量（ＧＮＨ）とは、1972年に第４代ブー

タン国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクが、「国民総幸福

量（ＧＮＨ）は国民総生産（ＧＮＰ）よりも重要である」と

して提唱した概念です。持続可能な発展において、

進歩について考慮する際は、全体的なアプローチを

取り、幸福の非経済的な側面も重視するべきだとい

う考え方です。

「持続可能な社会経済開発」「環境保護」「伝統

文化の復興」「優れた統治力」という四つの柱を基に、

「心理的幸福」「時間の使い方とバランス」「文化の多

様性」「地域の活力」「環境の多様性」「良い統治」
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【 本日のプログラム 】 1月14日 夜間移動例会 「4クラブ合同例会」

【 次回予告 】 1月23日 卓話 「キャッシュレス時代の幕開け」

【 第1976回例会】 令和2年1月9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 】 新村 千成 君

【 童謡・唱歌 】 冬景色

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% 75.86% 6名 原嶋、池澤、入江、苗加、田井

年始挨拶 辻 彰彦 会長

1982号



「健康」「教育」「生活水準」の九つの指標が設定され

ています。

国民の経済的な豊かさでなく、精神的満足度を表

しているそうです。生活が豊かでなくても、家族との絆、

地域との繋がりを大切にしているそうで、国民のほとん

どの人が今の生活に満足だと答えています。

プラス志向で、思いやり、いたわりの気持ちを大事

にして、これからも、家族、友人の絆、人と人との繋が

りを大切にこの一年を楽しみたいと思っております。こ

の１年が、皆さんにとってすばらしい年となります様に

祈念をして、私の新年の挨拶とさせていただきます。

①1/14夜間移動例会、4クラブ合同例会です。

②2/9IM、2/26東京ロータリークラブメイクアップの

出欠を回覧します。

『ロータリーの友1月号記事紹介』

クラブ研修委員会 委員長 後藤 定毅

1）横組み3ページ/ RI

会長がメッセージで、

今月の月間「職業奉

仕」を語っています。

ボランティアとして必

要以上の時間を割か

ないといけないという

プレッシャーを感じないで、自身の経験を通じてバ

ランスを取る必要性を言っています。

2）8ページから/ 今月の職業奉仕月間についての

記事が、載っています。哲学的な内容ですが、ロー

タリーの根幹である職業奉仕ですから一読してみ

てください。私は15ページ左側中段の「RI的発展と

は何でしょう」の内容に共感しましたが、皆さんは如

何でしょうか。

3）22ページ/ 昨年亡くなったロータリー財団奨学

生だった緒方貞子さんの記事が載っています。

4）24ページ/ 侃々諤々のページに、「例会の席は

固定派、シャッフル派」との二つの見解が載ってい

ます。

5）34ページ/ 我が地区の地区大会の記事が載っ

ています。

6）45ページ/ 昨年10月までの地区別、クラブ数、

会員数が載っています。我が2780地区も全国で

も会員数は減少しています。

7）縦組み16ページ/ 友愛の広場には、ロータリー

の多様性を表す様々な会員の異見が掲載されて

います。その中で「例会出席」の意見としてメークアッ

プの期間を、「前後14日間から同年度内」にしたこ

とへの疑問が掲載されています。

8）19ページ/ 私の一冊の本という欄に「女の機嫌

の直し方」という面白い本の説明があります。関心

のある方はぜひ買って読んでください。

【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 向井 嘉男 君 1月10日

梅田 秀雄 君 1月19日

長野 俊八 君 1月21日

配偶者誕生日 石川 早百合 夫人 1月1日

小栁 恵美子 夫人 1月12日

中村 富美子 夫人 1月19日

結婚記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

肥田 昭 君 1月18日

創業記念日 伊藤 英夫 君 1月17日

入会記念日 藤田 方己 君 1月1日

鈴木 洋子 君 1月8日

富澤 克司 君 1月12日

「半期を終えて」

辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事

会 計 小倉 一道

概ね予定通り推移しています。今年度、一般会計

の収入に別途繰越金会計からの、繰入金収入の形

状を予定しておりますが、12月末現在、繰り入れを

執行せずに支出は足りる状況です。

管理運営委員会 担当役員 橋本 日吉

今年度の活動方針として、会長ターゲット「心の絆
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で、未来を変えるロータリー」を基本に、会員相互理

解と相互信頼そして、相互作用が発揮できるように、

各委員会との調整に努めることと、プログラムとの調

整また、研修の充実を図るように努めております。

クラブ研修委員会 委員長 後藤 定毅

会長ターゲットを実現するため、4項目の実施計

画を立てました。①の入会3年未満の会員と「ロータリー

を知る会」、その関連で④のミーティングを増やすこと

は実施できず、②の会員にロータリーモメントを発表し

てもらうことは、他の委員会計画との関係で実施出来

ませんでした。唯一③の「ロータリーの友」の記事紹

介をして、ロータリーへの関心が持てるようしています。

クラブ会報委員会 委員長 小倉 一道

極力、多くの写真を残すよう努めております。会員

の皆様からも会報に投稿いただけると幸いです。

プログラム委員会 委員長 竹野 国敏

実施計画（1）全会員参画を目的に3分間スピーチ

をお願いしております。（2）様々な卓話者をお招きい

たしました。（3）クラブフォーラムでは、グループごとに

ディスカッションを行いました。

親睦活動委員会 委員長 小野 泰弘

通常例会ではクラブ活動計画書に記載されている

通りの活動を行っております。家族例会7/21（日）に

茅ヶ崎サザンビーチにて、大和自動車学校の協力の

もと、開催予定だった地引網は、高波のため中止とな

り、いちょう団地集会所にてバーベキュー大会に変

更されました。スイカ割りや金魚すくいなどもあり、外

国人の参加者の方も楽しんでおられました。（国際奉

仕委員会、公共イメージ委員会と合同で担当）12/1

9には、ザ・ウィングス海老名でクリスマス家族例会が

開催されました。アトラクションとしてローガンズのバン

ド演奏がありました。参加人数に対して会場は非常に

広く、ダンス同好会のメンバーも喜んでいました。次

回の家族例会は4/11（土）で、横浜での食事と観光

を組み合わせたツアーを検討中です。

出席担当 小倉 一道

今年度、実施計画のとおり、出席率の発表、皆出

席の表彰を行って参りました。出席率の向上につい

て、何か工夫が必要であると思っております。

職業分類担当 委員長 古郡 清

クラブ細則にのっとり、10月に職業分類一覧表を作

成しました。職業分類を検討して、ハウスクリーニング

業を追加しました。

職業奉仕委員会 中村 友彦

活動方針にある社会に役立つ奉仕を実施するとの

思いのもと、実施計画のとおり順調に進められている

ものと思われます。

国際奉仕委員会 委員長 髙橋 政勝

当初の計画以外の実際に行った事業

①ロータリークラブと関連事業

韓国東慶州RCのいちメンバーが、７月8日～10日

の日程で、医療廃棄物の処理について視察来日

されました。

②韓国東慶州RCの金度合が亡くなられましたので、

10月25日～27日に墓参りに行ってまいりました。

その機会に韓国の地区協議会に参加してきました。

姉妹クラブ友好担当 小柳 智裕

上期報告について

1、東慶州RC会員10名訪日11月7日~11月9日

東慶州RC合同例会開催、2日間ゴルフを行いま

た。懇親会などを通して更に親睦を図りました。

2、下期につきましては、6月末に東慶州RCの離就任

式に参加予定です。

ロータリー財団委員会 委員長 石川 健次

半期報告にもありましたが、現在のところ、財団の

寄付達成率が例年に比べても非常に低迷しています。

そんな中でも、＄1,000＄の大口寄付でペネファクター

となって頂いた会員もおられます。ロータリーは会員

の皆で関わることが大事だと思っています。現在のロー

タリーレートは110円です。また個別にお願いにあがり

ますが、よろしくお願いします。

カラオケ同好会 副会長 鈴木 洋子

歌うカラオケ道場と題して、上期1回、下期1回、

年2回開催する予定でしたが、上期には開催予定が

計画できませんでした。下期に1回開催する予定で

すので、多数の会員の参加をお待ちしております。

3



所属 国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 68クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 マーク・ダニエル・マローニー

第２７８０地区ガバナ－ 杉岡 芳樹

第６グループガバナー補佐 保田 嘉雄

１ 会員数 年初 32名

現在 32名

入会 2名

退会 2名（藤塚勝明君、神作彰君）

１ 出席率 ７７．５５％

１ ゲストビジタ－数 ６１名

１ 例 会 通 常 22回

夜 間 2回

家族会 1回

取り止め 1回

１ スマイルボックス

目標額 ７００，０００円

達成額 ７月～12月 ３９１，３００円

達成率 ５５．９０％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ６，４００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 １，００３．７０ドル

達成率 １５．６８％

１ 米山記念奨学金

目標額 ６４０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 ３２０，０００円

達成率 ５０．００％

２０１９年１２月３１日現在
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辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事、

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しく

お願いします。本年も皆様にはロータリークラブへ楽

しく参加して頂き、有意義なものにして頂き、良い一

年にして下さい。

橋本 日吉 君

皆様、新春のお慶びを申し上げます。2020年もお

互いにHappyになりますよう、お祈り申し上げます。

後藤 定毅 君

新年おめでとうございます。皆さん令和初めてのお

正月を、楽しくお迎えになれたことと存じます。辻会

長、富澤幹事、あと半年健康に気をつけて頑張って

下さい。

髙橋 清 君

新年あけましておめでとうございます。辻、富澤年

度の折り返しの年です。充実した活力ある年になりま

すように。

石川 健次 君

1月1日は、妻の誕生日でした。毎年、北島生花

店から花の配達日の確認がきます。どうでもいいんで

すが。

古郡 清 君

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願

い致します。

岸 幸博 君、小栁 智裕 君、肥田 昭 君

令和2年あけましておめでとうございます。今年も

明るく良い年になるよう、宜しくお願いします。

岸 幸博 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。

鈴木 洋子 君

入会記念日のお祝いありがとうございます。女性

会員一人となり淋しい限りですが、諸事情許す限り、

皆様とともにより良い大和中RCとなりますよう、続け

ていきたいと思います。

髙橋 政勝 君、新村 千成 君、小野 泰弘 君、

鈴木 洋子 君

あけましておめでとうございます。今年も会員の皆

様のご健康をお祈りするとともに、ロータリーライフを

楽しく過ごしましょう。

中村 友彦 君

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致

します。妻への誕生日のお祝いをありがとうございま

す。

向井 嘉男 君

誕生日お祝いありがとうございます。

北砂 明彦 君

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願

い致します。オリンピックイヤーです。皆様も健康に

一年過ごせますよう、頑張りましょう。

スマイルボックス 北砂 明彦 委員長 本日 ￥20,000 累計 ￥４１１，３００

半 期 報 告


