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【 本日のプログラム 】 6月14日 第8回クラブ協議会 「年度終了にあたり」 石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
【 次回予告 】 6月21日 卓話 「一年を顧みて」 石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
【 第1622例会 】 平成24年6月7日（木） 【 司会SAA 】 山崎 賢二 君
【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 高橋 清 君 【ゲスト】 斉忠良君（米山奨学生）
【ビジター】 鈴木 正和 様(綾瀬RC)

①皆さんこんにちは！本日は米山奨学生の斉 忠
良君が見えていますので、近況などご報告頂き
ます。
（斉 忠良君の挨拶）
皆様 こ ん に ち は 。 私
は先日酷い風邪をひ
きましたが、すぐに治

③６月になりまして、今年度の例会も本日を入れて
残り3週となりました。各委員会におかれまして
は、まとめの時期でありますので、次週の第8回
クラブ協議会では1年間の活動のご報告をお
願いします。
④本日は親睦活動委員会の担当で「趣味・職業
別親睦活動月間」の卓話ということですが、20
02年1月よりこれは「ロータリー親睦活動」と改
称されています。ＲＩが6月を親睦活動月間と定

りました。このところ、
天候が不順ですので、皆様お体をこわさないよ

めたのは、世界中のロータリアンが例えば、アマ
チュア無線の資格と趣味を持つグループやゴル

う、お気を付けて下さい。
一昨日、高橋清さんのお宅におじゃましました。

フ愛好者グループなど、同じ趣味を持ったロー

大きなお宅で、びっくりしました。奥様の料理が
とても美味しかったです。特にピザが今までで
一番美味しかったです。今後も頑張っていきま
すので、宜しくお願い致します。

国際交流と親善を深め、そして会員維持を図っ
て行くという目的でした。現在、世界的に活動し
ているＲＩの趣味グループは80以上登録されてい
るそうです。

②米山奨学事業の特色は、経済的な支援だけで
なく、世話クラブやカウンセラーの制度による心
のこもった支援があります。斉君のカウンセラー

地区内の親睦活動の実例として、後藤年度の
ガバナー月信に大和田園ＲＣの開保津さんが趣

には、社会的にも経験豊富で熱意があるロータ

アーチャー氏や元ＲＩ理事の千玄室氏らと友人

リアンとして、高橋 清パスト会長にお願いしまし
た。

になれたということを寄稿しています。言葉の問
題で、80以上もある国際組織にすぐに参加する

タリアンと家族が国際的なグループ活動を通じ、

味のアマチュア無線を通じて、元ＲＩ会長ヒュー・

修正
39名

35名

92.11％

97.37%

6名
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原嶋、中西、辻

ことは難しくても、ロータリーの歴史と伝統の会、
囲碁、ゴルフ、スキー、ジョギング、ヨット、バードウォッ

ています。始めの前提条件のフェローシップのこと、
13頁の2780地区の方の「老練なる先輩の方々は

チング、切手収集等の同好会には日本支部が
あるそうです。

もっと若い会員を飲み屋に誘って」の葉山RCの事
ですが宜しくお願い致します。次の方の終わりの

元々ロータリーは親睦団体として発足しました。
親睦と互恵主義で出発し、そこに地域の人達へ

ほう「貰う喜びより、あげる楽しみのロータリーを」
様々な記事が有ります。若い方には是非お読み頂

の奉仕の考えが導入され、その後全世界に発
展を続けてきました。

きたいです。
横組46頁には「ロータリーの徽章」ここの結び

この間「親睦か奉仕か」と深刻な意見の対立も
ありましたが、「親睦」と「奉仕」はロータリークラ

言葉では無いですが、バッチをつける度に伊藤先
輩から横断歩道を渡りなさいと叱られたのを思い

ブの活動を推進する両輪というのが定説になっ
ています。

出します。伊藤さんあれから交通だけでなく、いろ
いろと気を付けています。

ロータリーから会員間の「親睦」という要素が無
くなりますと、この組織は世の中に無数に存在

他にも、この「ロータリーの友を語る」縦組のホ
ワイトバードの事等ございます。是非「ロータリーの

する単なる奉仕団体の一つになってしまいます。
私たちロータリアンは「親睦」と｢奉仕｣活動の実

友」をご一読お願い致します。

践に、日頃からバランスよく取組んでいるかどう
か、この機会にあらためて考えて見る「月間」だ
と思います。

ゴルフ同好会

でしたので、入会手続きを進めさせて頂きます。
②原嶋会員のご母堂様が6月3日にご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げます。
③次週6/14例会終了後、第12回理事・役員会を
開催いたします。
④国際ソロプチミスト柴胡主催「チャリティーショー」、
7月1日（日）大和市保健福祉センターホールに
て開催されます。入場料は1,500円です。残り6

うございます。11名では少し寂しいので、次回は
大勢の参加を期待しております。
お祝いの方々

人分ですので、ご協力お願い致します。

中島

正巳 委員長

6月5日、小田急藤沢ゴルフクラブ
におきまして、会員11名で第91回ゴ
ルフコンペを開催しました。ご参加い
ただいた皆様、ありがとうございまし
た。
当日は1日曇りで、 後半多少の風はありました
が、暑くも寒くもなく、皆さん怪我もなく無事プレー
を終えることができました。
優勝は、初参加の石川達男会員です。おめでと

①新会員の通知(野口宏様)に異議はありません

雑誌委員会

阿萬

親睦活動委員会

康次郎 委員長

いつもですが、RI会長のメッセー
ジの 中で、 「 皆さんの 会長として
奉仕できたことに 感謝」 とありま
す。一番心に残る言葉で、自分の
立場に置き換えると反省が多いです。
横組11頁からの同論異論では「ロータリーでい
う親睦とは？」で多くの方からの意見が掲載され
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北砂

明彦 委員

会員誕生日

後藤 定毅 君

6月11日

配偶者誕生日

飯田 登美子 夫人 6月8日

結婚記念日
創業記念日
入会記念日

長野
岩松
神作
横澤

富美子 夫人 6月9日
薫 君
6月10日
彰 君
6月10日
創 君
6月13日

『趣味職業別親睦活動月間』
親睦活動委員会
岸 幸博 委員長
6月は「ロータリー親睦活動
月間」という事で、本日のフォー
ラムは親睦委員会が 担当さ
せて頂きます。
今 年 度 の 活 動 は 、 8月 に

【大和中RCの親睦について】

「マンマ・ミーア」鑑賞、12月に
「クリスマス会」、 4月に は｢川

北砂明彦会員

越散策」と計3回執り行いました。毎回多くの会員、
ご家族の皆様にご参加いただきましてありがとう

エレベーターの前で皆様をお迎えすると共に、
顔を覚えて頂きました。

ございました。
さて、本日のテーマは「趣味職業別親睦活動」

まだ右も左も上も下も解らない状態でございま
すので、ご指導の元頑張ってきました。

ですが、よく分らない題ですので、山崎プロクラム
委員長にご協力いただき、本日配布いたしました
資料をご用意しました。これはクラブ内の親睦で
はなく、全ロータリーの親睦と言う事です。

今後は、若い会員も増えてまいりましたが、皆で
楽しめる様な親睦を考え、企画して行きたいと思
います。
引田俊一会員
今年度親睦委員をしております。中々、例会の
最初から出席できず、ご迷惑をお掛けしておりま
す。但し、家族例会は設営から担当して、楽しく出
来る例会を心がけてきました。これは石川会長の
掲げているターゲットにもあると思います。
次年度も親睦委員ですので、宜しくお願いしま
す。
橋本吉宣会員
親睦を深める手段、手法についてとの事ですが、
私は今年の3月に入会したばかりですので、まず
例会や諸会合に出席する事が親睦を深める、顔
を知って頂ける事だと思っております。
また、現在、大型自動二輪の免許を取得中です
ので、取得したあかつきには、バイク愛好家の親睦
活動に参加してみたいと思っております。
石川達男会員
3月に仲間に入れて頂き、毎回例会を楽しみに
参加しております。ゴルフや、他の趣味も共に活動
出来れば親睦も深まると思います。親睦委員とし
て皆様のお力になれるような活動をして行きたい
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と思います。

少人数で(10人以下)、夜の親睦会を行いたいと
思います。そして、お互いの距離が縮まり、より深い

梅田秀雄会員（次年度親睦活動委員長）
次年度も例年どおり、年3回の家族会を行いた

信頼関係が構築され、それが会員の退会防止に
つながると思われます。

いと思っております。親睦委員が6名ですので、2
名ずつ担当でチームを組んで、楽しい家族会にな

上田利久会員

るように考えて頂いてます。

せっかく行動的な方も多く入会されていますの
で、若し出来ることならば、例会後30分ばかりロー

石川健次会長
私も新人時代に、例会場であったグランドホテ

タリーだべり会？などいかがでしょうか。

ルのエレベーター前に立っていた記憶があります。
入会時の親睦委員長は古郡さんで11：30前に来

石川健次会長
ただ今、上田会員から「だべり会」の提案があり

るよう、厳しく指導されていましたが、私と違い遠
方から来会する人はたいへんだと思っていました。

ましたが、まったく偶然ですが、本日の例会前に岩
松支店長に「例会後に銀行業務に支障のない範

昔と違って、現在の新会員は本当に忙しい人が
多いので、（会長在任中は絶対言えませんが…）

囲で短時間だけ隣の会議室を借用できないか？」
というお願いをしておりました。

少し緩めてあげたい気持ちもあります。
新会員が入ることで、オールドロータリアンにも
刺激になりクラブが活性化することを願っています。
次年度も引き続き、親睦活動委員会に所属する人
も多いと思いますが、頑張ってクラブを盛り上げて
ください。期待しています。

横澤年度には、ロータリー情報・研修委員会主
り会）をしたいという趣旨です。ご迷惑のかからな
いようにしながら、気楽に参加できるような企画を
検討したいと思います。
★内容は下記からダウンロードできます。

横澤創会長エレクト
次年度に向けて

スマイルボックス

催で、例会後にロータリーに関する勉強会（＝だべ

files.me.com/nakajima22/37zxsu.mp3

上田 利久 副委員長

鈴木 正和 様(綾瀬RC)
ひさしぶりに寄らせて頂きました。本日は、宜し
くお願いします。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
親睦活動委員会の皆様、そして岸委員長、本
日はクラブフォーラム宜しくお願いします。
髙橋 政勝 君
今日は急用のため早退いたします。宜しくお
願いします。中島さん、今度は韓国語の1級合格
おめでとうございます。
中島 康次郎 君
舘盛様、今日は宜しくお願いします。
先々月4月のハングル能力検定初級が合格し
ました。あと2問でその上でしたが、もう少し鉛筆
が上手に転がれば！！
横澤 創 君
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本日\10,000 累計\984,050
入会を祝っていただき、ありがとうございます。
昨日は地区の増強委員会が開催され、ハッパを
かけられました。
飯田 豊太 君
妻の誕生日祝い、ありがとうございます。。
岩松 薫 君
結婚記念日、28年になります。これからは健康
第一と考えております。
長野 俊八 君
家内の誕生日のお祝いありがとうございます。
石川 達男 君
先日のゴルフコンペで優勝させて頂きました。
一緒に廻った石川会長、 富澤さん、小栁さんに
助けて頂きました。メンバーに恵まれて楽しくプレ
イさせて頂きました。ありがとうございました。

