
新年あけましておめで

とうございます。会員の

皆様には、健やかに新

春をお迎えのことと心よ

りお喜び申し上げます。

昨年7月に会長に就

任いたしました、特殊詐

欺防止の啓蒙活動、東

慶州ＲＣとの交流会、クリスマス例会、青少年育成基

金の活動と、皆様のご協力を持ちまして何とか半年

間を乗切ることが出来ました。ありがとうございます。

就任前の年度事業計画を作成している頃は、まん

延防止重点措置のなか、新型コロナウイルスの心配

をしつつも、ワクチン接種も進み今年度は通常の生活

に戻り、ロータリーの活動も通常通りに行うことが出来

るものと思っておりました、しかしながら8月、9月は2

か月間緊急事態宣言が発令され、例会は取止めと

なってしまいました。

そんな中でも、9月16日の常盤AG事前訪問、9月

30日の田島ガバナー公式訪問では緊急事態宣言

下の中ではありますがZOOMを使ったハイブリット例会

を開催することを理事会で慎重に審議し開催を致し

ました。

ZOOMでの参加者は思いのほど少ない結果となりま

したが、公式訪問を無事に終えることが出来ました。

私達大和中RCのメンバーはやはり顔を合わせてのリ

アル例会を望んでいることを改めて感じた次第であり

ます。

今年度から始めた夜間例会は10月、11月にそれ

ぞれ1回開催いたしました。皆様からのご意見は私の

ところには届いておりませんので、「可もなく不可もなく」

というところなのでしょうか、1月以降も夜間例会を開

催し、夜に例会を開催する特性を生かして親睦や会

員増強に繋げていきたいと思います。また夜間例会

の後に炉辺会合が出来れば良いなとも思っておりま

す。

さて皆様、「世界幸福度ランキング」をご存じでしょ

うか、毎年世界150か国以上を対象に行われており

ます。ランキングは生活の質を満足度で除した指数、

1人当たりＧＤＰ，社会的支援、健康寿命、人生の選

択の自由度、寄付などの他者への寛容さ、社会、政

府の腐敗の認識を基準に決定されます、このランキ
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【 本日のプログラム 】 1月20日 卓話「中小・小規模企業様向け人材教育『ビジ笑み』によって仕事場の風通しがよくなる」

【 次回予告 】 1月27日 卓話 「イニシエーションスピーチ」 大根田 裕志 様

【 第2033回例会】 令和4年1月6日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君

【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 SL 】 新村 千成 君 【 四つのテスト】 北砂 明彦 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)

25名 19名 79.17% 75.00% 1名 原嶋、池澤、板垣、向井、苗加

会長の時間 阿萬 正巳 会長
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ングの基準は丁度ロータリーの中核的価値観である

奉仕、親睦、多様性、高潔性にも当てはまると思いま

す。

日本の順位は令和3年は56位、先進国では 下

位だそうで、 1位は4年連続でフィンランドだそうです、

日本のランキングが上がらない理由は「人生の選択

の自由度」（日本ではたびたび女性軽視の発言や、

女性の社会活躍などジェンダー格差が問題として取

り上げられています）、そして「寄付などの他者への寛

容度」が低い事が原因だそうです。

シェカール・メータRI会長が今年度のテーマとして

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」と掲げ

ております、まさにこのテーマのように私達ロータリア

ンがリーダーシップを取って奉仕を実践する事が、日

本の幸福度ランキングの上昇に繋がって行けば嬉し

いものです。

結びに、オミクロン株の感染状況が気になるところ

ではございますが、令和4年、例会で挨拶を交わし、

奉仕活動を行う事が出来る事で皆さんに笑顔でロー

タリーを楽しんで頂けるように活動していく所存でござ

います。そして皆様のご事業の益々の発展を祈念申

し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

①日本事務局の在宅勤務が延長されました。

②2780地区2024-2025ガバナー・ノミニーが大和

田園ＲＣ佐々木辰郎会員に確定した旨報告がさ

れました。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 橋本 日吉 委員長

会員誕生日 向井 嘉男 君 1月10日

配偶者誕生日 小栁 恵美子 夫人 1月12日

中村 富美子 夫人 1月19日

入会記念日 藤田 方己 君 1月1日

鈴木 洋子 君 1月8日

会計 中村 友彦 幹事

取止め例会があったため、例会費等執行率が低く

なっておりますが、概ね順調に推移しております。後

期も予備費をなるべく使用することなく進めていけれ

ばと思っております。

プログラム・クラブ会報担当

担当責任者 野口 宏

８、９月が緊急事態宣言により、多くの例会が休会

となりました。これによる取止め例会は5回となりました。

卓話者、そしてメンバーのご協力、ご理解により何と

か乗り越えることが出来ました。ありがとうございました。

反省点としては、夜間例会の周知徹底が出来なかっ

たことです。後半は夜間例会の案内をしっかりと行い

たいと思います。

職業分類・会員選考担当

担当責任者 長野 俊八

前半の活動はありません。後半に期待します。

公共イメージ委員会 委員長 髙橋 清

ロータリークラブの活動を広く市民に認知してもらう
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ため、地域紙タウンニュースに掲載して広報する。

①大和市シニアクラブ連合会にスマホケースとメモ帳

を寄贈して、振り込め詐欺防止に役立てていただく。

ﾀｳﾝﾆｭｰｽに掲載。

②大和警察署に訪れて、オレオレ詐欺防止のためメ

モ帳を寄贈した記事をタウンニュースに掲載。

奉仕プロジェクト委員会、職業奉仕担当

担当責任者 竹野 国敏

実施計画①四つのテストの唱和を実施。②国際

奉仕、姉妹クラブ担当と協力して、東慶州RCとの親

睦行事を実施。

青少年育成基金委員会 委員長 鈴木 洋子

大和市内中学校に支給する 後になります9校目

のつきみ野中学校に、ワンタッチテント、赤外線オイ

ルヒーターを12月に事務局より、合計292,930円を

お振込みました。一応当初の目的の大和市内中学

校に基金の支給が終わりました。今後についてはどの

ようにしていくか検討していきたいと思います。

会場監督（SAA） 正 岸 幸博

活動方針、会長方針を実現のため、例会が楽しく

充実するように努めてまいります。またマナーやルー

ルを順守し、会場内に気を配り、秩序ある運営に努

めます。実施計画では、定期的に席替えをする予定

でしたが、昨年と同じように自由席としています。

ゴルフ同好会 会長 竹野 国敏

実施計画①12月25日に3組のゴルフ活動を実施。

詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasiC3TfNASnJ

K146Kk?e=F7QO5n

所 属 国際ロ－タリ－

第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 66クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 シェカール・メータ

第２７８０地区ガバナ－ 田島 透

第６グループガバナー補佐 常磐 重雄

１ 会 員 数 年初 25名

現在 25名

入会 1名（肥田昭君）

退会 1名（大根田裕志君）

１ 出席率 ７８．０７％

１ ゲストビジタ－数 ３２名

１ 例 会 通 常 12回

夜 間 2回

家族会 1回

取り止め 12回

１ スマイルボックス

目標額 ７００，０００円

達成額 ７月～12月 ２３２，５００円

達成率 ３３．２１％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ５，０００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 ８００．００ドル

達成率 １６．００％

１ 米山記念奨学金

目標額 ５００，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 １７２，５００円

達成率 ３４．５０％

２０２１年１２月３１日現在
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阿萬正巳会長、入江 公敏 副会長、中村 友彦

幹事

あけましておめでとうございます。寅年は、成長や

始まりの年と言われています。大和中RCが更に発展

出来るよう、残り半年努めてまいります。本年もよろ

しくお願いいたします。

中村 友彦 君

妻へのお祝いありがとうございます。また年末クリ

スマス例会においてはたくさんの賞品を頂きました。

ありがとうございました。

小栁 智裕 君

皆様、あけましておめでとうございます。阿萬会長、

中村幹事、今年もよろしくお願いいたします。

妻の誕生日を祝って頂きまして、ありがとうござい

ます。

橋本 日吉 君

皆様、あけましておめでとうございます。今年は壬

虎の年です。厳しい冬を越えて芽吹き始め、新しい

成長の礎となる年です。今年1年間よろしくお願いい

たします。

後藤 定毅 君

会長幹事、会員の皆様、新年あけましておめでと

うございます。今年こそコロナが収まって、従来のよう

に楽しい例会、交流ができることを祈りたいと思いま

す。

岸 幸博 君

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。事情があり、年賀状を出さずすみませ

んでした。

髙橋 清 君

あけましておめでとうございます。阿萬会長、中村

幹事、後期のご活躍を期待しております。

北砂 明彦 君

皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。今年は「壬虎年（みずのえとら

どし）」で還暦を迎えます。健康に気をつけながら楽し

い一年にしたいと思っております。

新村 千成 君

おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたし

ます。皆さんにとって笑いの絶えない1年になります

ように。

鈴木 洋子 君

あけましておめでとうございます。今年は大和中RC

にとって良い年でありますようお祈りいたします。

入会記念日のお祝いありがとうございます。

髙橋 清 君

あけましておめでとうございます。阿萬会長、中村

幹事、後期のご活躍を期待しております。

長野 俊八 君

あけましておめでとうございます。素晴らしい年であ

りますように。

石川 達男 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いいたします。

竹野 国敏 君

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。皆様にとって良い一年になります

ように。

小野 泰弘 君

皆様、新年あけましておめでとうございます。多くの

方から年賀状を頂きましたが、私から出すことができ

ず申し訳ありません。本年もよろしくお願いいたします。

大根田裕志 君

あけましておめでとうございます。今年は「日常」が

戻ることを願うばかりです。

髙橋 政勝 君

あけましておめでとうございます。今日から3か月

間スマイルボックスを担当となりました。お願です。出

来る限り多くのスマイルをお願いします。

スマイルボックス 髙橋 政勝 委員 本日 ￥25,000 累計 ￥２５７，５００


