
「年頭にあたり」

皆様、新年あけまし

ておめでとうございます。

会員の皆様には、健康

で新春を迎えられたこと

と心よりお喜び申し上げ

ます。

昨年の7月7日の例

会から会長としてご挨

拶してから半年が過ぎてしまいました。時の流れの速

さを感じているのは私だけではないかと思いますが改

めて半期を終えて、今までの活動を振り返ってみた

いと思います。

月毎に顧みますと7月に竹野幹事の推薦で黒坂毅

(つよし)さんが新入会員として入会して頂きました。8

月は会員増強月間ということでクラブフォーラムを開

催して18名の新入会員推薦リストを作って頂きました。

9月には青少年育成基金の授与式、そしてガバナー

公式訪問には佐藤祐一郎ガバナーがお越し頂きまし

た。10月には相模原市民会館での地区大会。11月

は東慶州RCが来日され、合同例会を開催いたしまし

た。そして第3回ロータリー句会を夜間例会として桜

丘よろい寿司にて開催いたしました。12月には久しぶ

りのクリスマス家族例会を開催いたしました。紹介しき

れない事業もございますが、皆様のご協力を持ちまし

て何とか半年間乗り切ることが出来ました。有難うご

ざいました。

これからの半年も引き続き会長としてその職責を

果たして行きますのでよろしくお願い申し上げます。そ

して、2月11日にはIMの開催がございます。冨岡ガバ

ナー補佐よりホストクラブとして引き受けて来て以来、

入江実行委員長のもと、着々と準備を続けて参りまし

たが、いよいよ開催まで、1か月を切っております。パ

ンフレットも出来上がって、後は皆様の心意気にかかっ

ております。IMの開催の成功に向けてよろしくお願い

申し上げます。

これより、IMの実施要項などの説明を入江IM実行

委員長にして頂きたいと思います。よろしくお願いい

たします。

1

【 本日のプログラム 】 1月19日 会員卓話 「コロナと海外旅行事情」 苗加 真敬 会員、小野 泰弘 会員

【 次回予告 】 1月26日 卓話 「ポリオは根絶できる」 地区ポリオプラス委員会 野口 宏 様

【 第2072回例会】 令和5年1月12日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君

【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 SL 】 野口 宏 君 【四つのテスト】 小野 泰弘 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 10名(敬称略)

26名 15名 60.00% 72.00% 1名
後藤、原嶋、池澤、板垣、岸、小栁、向井、
新村、苗加、鈴木
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年始挨拶 石川 達男 会長

幹事報告 竹野 国敏 幹事



①2/11開催のIM出欠に変更がございましたら、回覧

にご記入ください。

②地区より、『木曜ICTでしょう！』（オンライン勉強会）

開催のご案内が届いております。

③1月のロータリーレートは1ドル132円です。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

配偶者誕生日 小栁 恵美子 夫人 1月12日

入会記念日 藤田 方己 君 1月１日

鈴木 洋子 君 1月8日

「半期を終えて」

会長 石川 達男 様

幹事 竹野 国敏 様

会員増強・会員維持委員会

北砂 明彦 委員長

会員増強・会員維持委員会に置きましては、8月4

日の例会で事前に配布いたしました会員勧誘リストの

発表。8月18日例会においては訪問等の活動発表。

そして9月8日の親睦活動委員会との合同夜間例会

に4名のゲストをお招きし、交流を致しました。その他

ゴルフ同好会との連携により、数名のゲストに参加い

ただき、ゴルフを通じて交流をしております。引き続き

会員勧誘は例会以外での活動でも、実施して参りた

いと思っております。勧誘候補者がおりましたら是非

ご協力お願い致します。前期竹野幹事の紹介により

黒坂毅君1名加入。

退会者ゼロです。

国際奉仕・姉妹クラブ委員会

髙橋 政勝 副委員長

11月10日から姉妹クラブ韓国東慶州RC14名が3

年ぶりに来日され、国際親善交流を深めました。

青少年奉仕・育成委員会

髙橋 政勝 委員長

今年度より市内小学校に助成する計画です。既に

昨年9月に市内小学校２校申請があり審査した結果、

市立北大和小学校、市立林間小学校に決定し支給

実施を致しました。尚、財源の基金については会員の

ご協力で着実に増えています。

ロータリー財団・米山奨学委員会

髙橋 政勝 委員長

半期報告内容は主に金集めです。目標計画は、ロー

タリー財団200＄ポリオ根絶40＄米山奨学金2万円

です。この中で米山奨学金については前半期目標達

成できました。副委員長髙橋清さんよりのち程報告が

あります。ご協力ありがとうございます。ロータリー財

団・ポリオ根絶について後半期に全力で推進して行き

ます。

詳細は下記よりダウンロードください

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasiEj_Usn5

ORdEvdHw?e=JCoZoE

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 ジェニファー E.ジョーンズ

第２７８０地区ガバナ－ 佐藤 祐一郎

第６グループガバナー補佐 冨岡 弘文

１ 会 員 数 年初 25名

現在 26名

入会 1名（黒坂毅君）
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第5回クラブ協議会

委 員 会 報 告

半 期 報 告



退会 0名

１ 出席率 ７２．８１％

１ ゲストビジタ－数 ５５名

１ 例 会 通 常 12回

夜 間 4回

家族会 1回

取り止め 6回

１ スマイルボックス

目標額 ５４５，０００円

達成額 ７月～12月 ２６１，４６１円

達成率 ４７．９７％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ５，２００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 ５４４．９３ドル

達成率 １０．４８％

１ 米山記念奨学金

目標額 ５２０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 ５１２，５００円

達成率 ９８．５６％

２０２２年１２月３１日現在
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石川 達男 会長、竹野 国敏 幹事

皆様、明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。

髙橋 政勝 君、髙橋 清 君、長野 俊八 君、

橋本 日吉 君

新年明けましておめでとうございます。新型コロナ

ウイルス感染症の収束を願い、良い年になりますよう

に。

阿萬 正巳 君

明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。石川会長、竹野幹事、後半戦も大

和中クラブを盛り上げて下さい。

入江 公敏 君

本年もよろしくお願いします。IMのパンフレットがで

きました。皆様、是非ご覧ください。

大根田 裕志 君

新年明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願い申し上げます。

北砂 明彦 君

皆様、新年おめでとうございます。本年も健康に気

をつけ楽しく一年を過ごしましょう。石川会長、竹野

幹事、後半年頑張ってください。小野君今年もスマ

イルよろしくお願いしますね。

小野 泰弘 君

皆様、明けましておめでとうございます。年賀状を

頂いた方ありがとうございました。私から出さず申し訳

ございません。本年もよろしくお願いいたします。

スマイルボックス 小野 泰弘 委員 本日 ￥13,000 累計 ￥２７４，４６１


