
「1年間を顧みて」

第44代大和中ロータ

リークラブ会長として1

年間過ごしてまいりまし

た。本年度シェカール・

メータ国際ロータリーク

ラブ会長が「SERVE TO

CHENGE LIVES」、「奉仕しようみんなの人生を豊か

にするために」を実践し、奉仕する私達も感動を得る

ことで、みんなで笑顔になりロータリーを楽しみましょう。

話されていたこともあり、運営方針を「みんな笑顔・楽

しもう・ロータリー」としてスタートいたしました。

地区の事業活動では、世界ポリオデーがありました、

神奈中バスへの中刷り広告の掲載、鈴鹿明神社で

の祈願祭、クラブではチラシ、風船の配布を行いまし

た。途上国でのポリオ撲滅の大切さは理解できます

が、日本がコロナ禍の中で、大和の地域の人達にど

れだけポリオ撲滅の大切さを理解してもらえるのか疑

問符を浮かべながら、風船で子供達の気を引きなが

らの奉仕活動になりました。チラシは見てもらえたので

しょうか？

ロータリー奉仕デーでは、第６グループは両親から

経済的援助を期待できない児童養護施設の子供た

ちに奨励金を交付する事業を行いました。この時には、

自分のつらい過去を、そしてその先の希望とその実

現のために必要なお金の話をしてくれた子供たちに、

限りある予算の中から幾らのお金を渡すのか、私自

身に確たる基準がなくて、非常に悩ましく、なかなか

決断が出来ませんでした。

賛否両論ありましたが、奨励金の交付を受けた子

供たちから、その後の成果の報告も来ているので結

果としては良かったのではないでしょうか。

今年度地区では、後藤さんが地区諮問委員会、

辻さんがロータリーの友地区代表委員、デジタル化

推進委員会、鈴木さんが青少年交換委員会、北砂

さんがRYLA委員会、野口さんがポリオプラス委員会

で活躍されました。1年間ご苦労さまでした。

ここからはクラブの話をしたいと思います、目標とし

ていた会員増強につきましては、きらぼし銀行様の人

事異動による増減だけになってしまいました、退会さ

1

【 本日のプログラム 】 7月7日 就任の挨拶 「就任にあたり」 石川達男会長、竹野国敏幹事

【 次回予告 】 7月14日 第1回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 会長、幹事

【 第2051回例会】 令和4年6月30日（木） 【 司会SAA 】 北砂 明彦 君

【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 SL 】 小野 泰弘 君 【 四つのテスト】 中村 友彦 君

【ビジター】森住等様（厚木RC）、本田誠一郎様、桑原治夫様（大和RC）、古谷田紀夫様（大和田園RC）

辻啓明様（海老名欅RC）、和田貴樹様（厚木県央RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

25名 18名 72.00% 80.00% 0名 原嶋、池澤、入江、板垣、小栁、新村、苗加

挨 拶 阿萬 正巳 会長
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れた肥田さんには積極的にクラブ活動に参加してくだ

さり感謝しておりましたが、新会員の大根田さんはそ

れにもまして積極的に参加して頂いてうれしく思って

おります。これからもよろしくお願いいたします。

そのような状況ですが会員増強、会員維持委員

会の石川会長エレクト、野口会員に動いていただい

て1人何とかなりそうなところまでは来ております、1年

間ありがとうございました、次年度に期待しております。

会員増加がこのようなため、職業分類・会員選考

担当の長野さん、岸さんには活躍頂くことが出来ずに

すいませんでした。

年度当初のプログラムを見て、1年を顧みますと、

コロナ禍の中でも7月は順調にスタートしましたが8月

に入り緊急事態宣言が発令されて8月は4回全て、9

月は２回取止め例会となってしまいました。

９月の後半はコロナの影響はまだありましたが例会

の開催についてガバナー公式訪問もあり、理事会で

検討した結果、ZOOMを使ったハイブリット例会を開催

いたしました、ZOOMを利用する会員があまりにも少な

くてイメージしていたものとは大分違いましたが、コロナ

でなくとも今後も例会、理事会、各委員会の会議でも

ZOOMは利用していく必要があると感じました。

ZOOMの設営では辻さんに大変お世話になりました、

ありがとうございました。

余談になりますが、会長の時間に話をしていると、

よく辻さんと目が合います、そんな中で話を進めてい

る時に辻さんが頷いているのを見ると「良し今日は行

ける」と話のリズムが良くなっていくのが分かりました、

ありがとうございます。

夜間例会はきらぼし銀行様にご協力を頂き、今年

度から始めました、例会出席の間口を広げることで出

席率の増加など、もう少し何か変わるきっかけになっ

て欲しかったのですが目に見えての変化は今一つで

した、しかし夜の例会開催自体はなかなか良かったの

ではないかと思っております。

１０月に入り、やっと落ち着いてきました、米山奨学

生の関明月さんに自分の勉強している専門分野につ

いて卓話をしてもらいました、後ほどカウンセラーの中

村幹事から関さんの最近の様子を聞きければと思い

ます。

年明けには収まりかけていたコロナの感染増加でプ

ログラムの卓話者を探すのも大変なのに、お願いして

いた卓話者がコロナになるなど、他にもプログラムの変

更が余儀なくされました、プログラム委員の野口さん、

小栁さん、お世話をかけました。ありがとうございまし

た。

クラブ研修担当では後藤さん、入江さんに２月に炉

辺会合を企画して頂きましたが、まん延防止等重点

措置のため開催が出来ずに残念でした。後藤さんに

は次年度も研修で頑張って頂きます。後藤さんには

普段からロータリーについての質問にいつも丁寧に答

えて頂き、そして教えて頂きましたありがとうございま

した。

公共イメージ委員会はタウンニュースを最大に活

用して頂きました、前回の例会でまとめて頂いたもの

を拝見して、5回も載っていたんですね、高橋清さん、

北砂さんありがとうございました。パスト会長の北砂さ

んには、たびたびクラブ運営のアドバイスを頂きました、

やはり自分では思い至らない事も多いので助かりまし

た、ありがとうございました。

クラブの柱、親睦委員会には、私の我がままを聞

いていただきました。まず、クリスマス例会です、当初

は、コロナの影響もあるので、前年同様に例会場での

開催予定と報告があったのですが、いや、もうお店に

飲みに行きたいと、つい本音が出てしまいました、日

程もない中で奔走して頂き、無事に甲羅で開催する

ことが出来ました。この時には久しぶりに神作さんとお

会いすることができました、お元気そうでよかったです。

4月にはダイニング華での夜間移動例会では石黒

親子の漫談マジックショーとこれと対極にあるような

素晴らしい能を見せて頂きました。

前後しますが、11月の今関先生をお招きしての句

会、俳句といえば石川さんということで親睦委員では

ありませんが仕切って頂きました、趣があってとても

楽しかったです。

そして、5月の箱根、河鹿荘での移動例会、コロナ

以来久しぶりの温泉と宴会、やっぱりいいですよね、

この1年間プログラムの変更に次ぐ変更で大変な思い

をさせてしまいました、橋本さん、小野さん、親睦委

員会の皆さんありがとうございました。

もう一つの柱、奉仕プロジェクト委員会、8月5日大

和警察署への特殊詐欺啓発メモの寄贈、8月17日

シニアクラブ連合会への啓発メモ、マスクケースの寄

贈までは順調でしたが、その後の交通事故撲滅大作

戦、映画鑑賞会は今年度も開催することが出来ずに

残念です。それでも入江さんのアイデアで交通安全
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のDVDを警察、小学校に寄贈できたのは素晴らしいと

思います。

そして、新村さんには映画鑑賞会で何度も映画館

に足を運び、映画館としらかし会と調整し随分と汗を

かいてもらいました、最後は予算でちょっとしたトラブ

ルがありましたがトランポリンの寄贈ができました。入

江さん、新村さんありがとうございました。

職業奉仕では、卓話予定者がコロナでドタキャンに

なりましたが、それを会員3分間スピーチの無茶ぶり

で乗り切るという荒業を拝見させて頂きました。振る

方も振る方ですが、振られた皆さんも見事に3分間ス

ピーチを乗切っておりました、本当に皆さんの対応力

の高さに感心いたしました。竹野さん、野口さんありが

とうございました。

国際奉仕担当と姉妹クラブ担当の皆さんには、今

年度も東慶州RCとの行き来は叶いませんでしたが、1

1月に行ったZOOMを使った合同例会、非公式ではあ

りますが先週23日に行った東慶州RC離就任式のオ

ンライン交流会の開催をして頂きました。高橋政勝さ

んには毎回、姉妹クラブとの貴重な交流の歴史を教

えて頂いております、ありがとうございます。入江さん

には毎回裏方になり下準備をありがとうございます。

11月に使ったあのマスクはその後他で活躍してい

るんでしょうか。

奉仕プロジェクト委員ではありませんが、小栁さんに

も毎回お手伝い頂いております、ありがとうございます。

向井さんには、司会で活躍して頂きました、次年度休

会していても手伝ってくださいね、ありがとうございまし

た。苗加さんには、例会での楽しい話同様に場を盛り

上げて頂きましてありがとうございました。

青少年育成基金委員会では9年間かけた長期的

な市内9校の中学校への奉仕活動が無事終了しまし

た、鈴木さん、藤田さんにはOBの方への報告など、そ

の集大成をしっかりと纏めて頂きました、ありがとうござ

います。また新年度の話になりますが高橋政勝さん、

岸さんのお力添えで次の目標も決まっております、あ

りがとうございます。

ロータリー財団では、実施計画の1番に「寄付金の

執拗な勧誘は行いません」と掲げておりますが、藤田

さんが最後の追い込みをかけて下さいましたので結

果が楽しみです。藤田さん、1年間ありがとうございま

した。

会場監督では、岸さん、高橋清さん、北砂さんに1

年間問題なく、スムーズに例会を運営して頂きました、

ありがとうございました。

板垣さんには、仕事の忙しい中でも、時間を作って

例会に参加して頂きましてありがとうございました。原

嶋さん、池澤さんは例会でお会いすることが出来なく

て残念でしたが、例会場でお待ちしております。

同好会活動では、ゴルフ同好会に頑張って頂きま

した、マイナス10度の中でのゴルフは忘れられません、

久しぶりに長野さんにも参加して頂きました、とても楽

しかったです、向井さん、竹野さんありがとうございま

した。

ノルディックウォーク歩こう会、私は参加出来ませ

んでしたが那須塩原を中心に1泊の企画をして頂きま

した、歩くより飲んでる時間の方が長いと評判ですが、

石川さん、入江さんありがとうございました、そして藤

田さんご協力ありがとうございました。

カラオケ同好会、高橋清さん、ダンス同好会、野

口さんはコロナのため活動が出来ませんでしたが、次

年度も会長をされるのでよろしくお願いいたします。

そして、あらためまして副会長の入江さんには、色々

な場面で相談に乗って頂き、またお手伝い頂きました、

おかげさまで親睦活動、奉仕活動、クラブの運営がコ

ロナ禍の中でも止まることなく無事に終えることが出来

ました、1年間ありがとうございました。

最後に中村幹事、1年間私の相棒としてお付き合

い頂きました、上半期は手探りの状態で探りながらの

クラブ運営だったので大変だったと思います、後半は、

私は安心して、すっかり幹事にお任せで、本当に頼り

になる幹事として活躍して頂きました、ありがとうござ

いました。

1年間を顧みますと、やはり皆さんのお力添え無く

しては、乗切れるものではありません、会員以外の方

にもお力添えを頂いております、事務局の藤原さん、

安倍さんありがとうございました。例会場を貸して頂い

ているきらぼし銀行様、今年度は夜間例会にも会場

を貸して頂きました、ありがとうございました。

結びになりますが、今年度は第1回の例会が7月1

日、そして本日が6月30日と丸々1年間、例会や色々

な活動の中で会長として思い出を頂きました、その中

でも2月に開催した諮問委員会では、色々な意見を

聞くことが出来ました、押しの強い意見もあり冷や汗も

かきましたが、クラブ運営では、理事会で決議する前

に、会員の皆様の意見をどうやって採り入れていくの
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か、この大切さを勉強させて頂きました。

そして皆様のご協力を頂きまして、運営方針で掲

げた「みんな笑顔・楽しもう・ロータリー」に沿った活動

が出来たものと思っております。ここに1年間の皆様

への感謝の気持ちをお伝えすることで、最後のご挨

拶とさせて頂きます。ありがとうございました。

幹事の職を拝命し、

第６グループの会長

幹事会に参加するこ

とにより他クラブの様

子を伺う事だったり、

地区からの連絡事項

などを通し、ロータリー

クラブというものをとて

も勉強させていただいた一年となりました。

未だ続くコロナ禍の中、前向きなリーダーシップを

発揮していた阿萬会長の下で学ぶことが出来る良い

機会をいただきありがとうございました。

会長の掲げた「みんな笑顔・楽しもう・ロータリー」と

いうテーマを皆さんと共有するために会長をしっかりと

補佐出来ていたのか不安が残るところではありますが、

このようなご時世で、第６グループの「世界ポリオデー」

や「ロータリー奉仕デー」、予定とは形が変わってしま

いましたが当クラブの奉仕活動を奉仕活動委員会が

中心に会員の皆様のご尽力により実行できほっとして

おります。

今年度、阿萬会長の試みました夜間例会は、この

例会後に例会場を出て食事をしながら皆様との交流

を深め楽しむことも狙いだったので、コロナ禍のためほ

とんど出来なかったことが残念でしたが、親睦活動委

員会の皆様のご尽力により、クリスマス例会や夜間移

動例会、更には河鹿荘での１泊移動例会が開催でき

楽しませていただきました。

また、米山奨学生の関さんのカウンセラーとしまし

ても、関さんと会員の方々との交流の機会が少なかっ

たかなと思っております。

関さんの近況ですが、南青山にある会社に勤め始

め住まいも相模原から高円寺に引越ししたと聞きいて

おります。会社が南青山だとおしゃれになったのでは

と尋ねたら、残業が多くおしゃれにまで気が回ってい

ないとのことでした。仕事内容も設計にはまだ携わっ

ておらず、ずっと模型作りをしているとのことでした。暑

さに弱くこの暑さに参っているのと、上司との関係など

苦労しているようですが、頑張ってやっているようでし

た。

至らぬ点が多々あったとは思いますが、会長・副

会長によるご指導、会員の皆様のご協力により幹事

の職を務めることが出来ました。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 橋本 日吉 委員長

皆出席10年 辻 彰彦 君

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（大根田裕志君）

退会 1名（肥田昭君）

１ 出席率 ７９．０５％

１ ゲストビジタ－数 ６０名

１ 例 会 通 常 26回

夜 間 6回

家族会 2回

取り止め 18回

１ スマイルボックス

目標額 ７００，０００円

達成額 ７月～6月 ４４９，０００円
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達成率 ６４．１４％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ５，０００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～6月 ２，９４４．６２ドル

達成率 ５８．８９％

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～6月 ３７５，０００円

達成率 ７５．００％

5

森住 等 様（厚木RC）
阿萬会長、中村幹事には、第6グループで仲良くさせて

いただいています。1年間大変お世話になり、最後の例会
に参加させていただきました。
本田 誠一 様（大和RC）
大和クラブ60周年に際し貴クラブのご協力により無事

成功裡に終了出来ました事、心よりお礼申し上げます。
桑原 治夫 様（大和RC）
14年ぶりに、中RCの例会に出席させて頂きました。懐

かしい方々ともお会いできて大変嬉しく思っております。今
日の例会楽しませて頂きます。
古谷田 紀夫 様（大和田園RC）
2021年22年度の最終日に例会を開催する事は何より

です。今例会に参加できることを嬉しく思います。阿萬会
長、中村幹事、お疲れさまでした。今後ともよろしくお願い
します。
辻 啓明 様（海老名欅RC）
阿萬会長、中村幹事の有終の美を目に焼き付けに来

ました。本日はよろしくお願いいたします。
和田 貴樹 様（厚木県央RC）
阿萬会長、一年間ご苦労様でした。最後の例会頑張っ

てください。
阿萬 正巳 会長、中村 友彦 幹事
大和RC本田会長、桑原様、厚木RC森住会長、厚木

県央RC和田会長、海老名欅RC辻幹事、大和田園RC古
谷田会長、本日はお忙しい中、当クラブ今年度最終例会
へお越し頂きありがとうございます。最後までしっかり努め
ます。
阿萬 正巳 君
森住会長、和田会長、本田会長、古谷田会長、辻幹

事、昨夜は楽しかったですね。遠くまでありがとうございま
す。桑原様、はじめまして、本日はよろしくお願いいたしま
す。
長野 俊八 君、鈴木 洋子 君、石川 達男 君
厚木RC森住会長、海老名欅RC辻幹事、厚木県央和

田会長、大和RC本田会長、ようこそお越しくださりありがと
うございます。阿萬会長、中村幹事、1年間お疲れ様でし
た。
入江 公敏 君
阿萬会長、中村幹事、一年間ご苦労様。森住厚木RC

会長、和田厚木県央RC会長、本田大和RC会長、辻海
老名欅RC幹事、古谷田田園RC会長、大和クラブ桑原さ
ん、ようこそお出かけくださいました。
大根田 裕志 君
阿萬会長、中村幹事1年間お疲れさまでした。慣れな

い中色々とお気遣い頂きありがとうございました。
北砂 明彦 君

阿萬会長、中村幹事、1年間お疲れ様でした。楽しい1
年間を過ごすことが出来ました。大和RC本田会長、桑原
さん、厚木RC森住会長、厚木県央RC和田会長、大和田
園RC古谷田会長、海老名欅RC辻幹事、ようこそお出下
さいました。そして一年間お疲れさまでした
後藤 定毅 君
①阿萬会長、中村幹事、一年間それも昨年7月1日から
今日の6月30日まで、こんな年度はないと思うほど立派
で楽しいませて戴きました。感謝を込めてスマイルしま
す。

②森住厚木クラブ会長、本田大和クラブ会長、古谷田大
和田園クラブ会長、和田厚木県央RC会長、辻海老名
欅クラブ会長はじめビジターの皆様ようこそお出かけくだ
さいました。久しぶりに活況になりました。お楽しみくださ
い。

髙橋 清 君
阿萬会長、中村幹事、令和３年7月1日～令和4年6月

30日の丸一年間、コロナ禍の中、素晴らしい活動を展開
され無事生還おめでとうございます。これからは、会長、幹
事の経験を生かして当クラブの発展のためにご活躍をご
期待いたします。
辻 彰彦 君
第6グループの会長の皆様、ようこそお越し下さいまし

た。また、阿萬会長、中村幹事、一年間コロナと戦いなが
らクラブをまとめて下さいまして、本当にご苦労様でした。
明日からゆっくりして下さい。
新村 千成 君
阿萬会長、中村幹事、1年間お疲れさまでした。楽しい

時間を過ごすことが出来ました。お身体大切にお過ごしく
ださい。2か月分のスマイルをして帰ります。
野口 宏 君
阿萬会長、中村幹事、1年間本当にお疲れ様でした。

しばらくはゆっくりしてください。また結婚記念日のお祝いも
ありがとうございます
藤田 方己 君

会長、幹事様、一年間お疲れさまでした。元気を頂き

ありがとうございました。また、財団・米山にご理解を頂い

た皆様には、心より御礼申し上げます。

橋本 日吉 君

①大和クラブ本田会長、蔵原さんようこそお出で頂きまし

た。猛暑の折お身体をご自愛ください。また海老名欅R

C辻さん、そして田園RC古谷田さん、厚木RC森住様、

厚木県央和田様、ようこそご無沙汰です。

②阿萬会長、中村幹事、1年間ご苦労様でした。無事滞
りなく終えることに感謝します。

スマイルボックス 小野 泰弘 副委員長 本日 ￥44,000 累計 ￥４９３，０００
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