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【 本日のプログラム 】 7月26日 卓話 「魅力あるクラブとは」 後藤 定毅 クラブ研修リーダー
【 次回予告 】 8月2日 クラブフォーラム 「ロータリーはどこへ向かうのか」 R情報・研修委員会
【 第1626例会 】 平成24年7月12日（木） 【 司会SAA 】 飯田 豊太 君 【 斉唱 】 「奉仕の理想」
【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君 【ビジター】 増 正之 会長・冨岡 弘文 幹事 （大和RC）、保田 嘉雄 会長・
大矢 英明 幹事・古谷田 紀夫 様（大和田園RC） 【ゲスト】 斉忠良 様（米山奨学生）

たします。せっかくの機会でございますから、ロー
タリーらしい有益な卓話を織り込んでの例会と
致します。また、当クラブで恒例となります交通
安全教室の事業につきまして、本年度は規模を
拡大しまして、３クラブ合同事業で行うよう調整
中でございます。
③本日は、クラブフォーラム「クラブ運営管理につ
いて」です。

①米山奨学生の斉 忠良君がお
見えですので奨学金をお渡し
いたします。
②本日は、大和ＲＣの増正之会長、
富岡弘文幹事、大和田園ＲＣの保田嘉雄会長、
大矢英明幹事が表敬訪問にお見えです。御挨
拶をお願いします。
（大和クラブ挨拶）

先週「就任にあたり」の挨拶の中で、本年度の
目標として例会の充実を図ることを挙げました。

（大和田園クラブ挨拶）

例会の充実は、クラブの仲間の意思疎通を図り、
ロータリーの価値観を共有する第一歩です。

さて、大和地区の３クラブは持ち回りで合同の事

クラブ管理運営委員会は、その目標を達成する
ための大事な委員会です。魅力ある例会を作っ
ていくためにいかなる工夫ができるでしょうか。

業や例会を開催しています。いつも大和中クラブ

会員が親睦を楽しみ、心に残るような何かを感

の順番で滞ってしまうとのお叱りを受けました。
最後は大和クラブが幹事をしていただきました、
うかい亭での後藤ＰＧを始めとする地区役員の

じて頂ける、そんなロータリーを目指すためには
どんな知恵があるでしょうか。
今日のクラブフォーラムで是非活発な討論を行っ

慰労会だそうです。 というわけで、本年度は大

ていただき、本年度の運営に反映したいと思い

和中クラブが幹事で、１月２４日（木）北京飯店に
おいて、３クラブ合同例会賀詞交歓会を開催い

ます。

修正
40名

34名

87.18％

92.11%

6名
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岩松、北島、髙橋政勝、梅野、山崎

ロータリーつながりの中でお互い自己を磨き
ロータリーつながりの中で奉仕をする喜びを知り
①会費納入を7月30日までにお願いいたします。

そのつながりの中でフェローシップとサービスを学

②クラブ計画書について、従来退会者名簿を記載

ぶ

しておりましたが、個人情報保護の観点から削

仲間を大切に思う心と世のために人のために尽

除いたしました。尚、データは事務局にて保存し

くす心は開かれた家庭、開かれた職場を生み出す

ております。

ロータリーに入ってこのことを学び、かつ感じ取り

③次週7/19は、7/22移動例会振り替えのため休

たいものです。』

会となります。

このような事を教えてくれたり、注意して下さる
先輩ロータリアンがどこのクラブでも多く存在する
ことでクラブが成り立っていると思われます。

お祝いの方々
親睦活動委員会

梅田

ロータリーは例会出席から始まる。例会なくして

秀雄 委員長

ロータリーは存在しない。
会員誕生日

郡司 守 君

7月24日

創業記念日

高橋 清 君

7月17日

石川 達男 君

7月20日

高橋 清 君

7月23日

入会記念日

ロータリーの本質は親睦の中から自己を研鑽し、
奉仕の心を高めることである。
これは例会に出席しなければできないことであ
ります。
毎週の例会に出席することで、気兼ねのない話
し合い、笑いのある楽しい雰囲気の中で醸し出さ
れた会員同志の親睦のエネルギーが自己研鑽と
「人の身になって考え、人のお役にたつ行い」とい
う奉仕の心を生み出し、高めていくことができます。
例会の中で親しみ、磨き合い、学び合う中でロー
タリーがよく言う「寛容と調和の心」を身につけて

『クラブ管理運営について』
クラプ管理運営委員会

いけます。

松崎 正実 委員長

ロータリーは人として、職業人として、地域人とし
て、楽しみながら学び合い、奉仕活動をする団体で

会長方針である「週一度 みん

あります。

なに会える 楽しみ」という、言わ

ロータリーの真の姿は、Ｅ.Ｓ.Ｓ.であります。

ば 例会出席を楽しもうという 途

Ｅ－Ｅｎｊｏｙ（楽しむ）

轍もない年間目標に向かって全

職業の異なる会員が、信頼感を持って心から楽

会員が色々な面で努力と協力をしなければなりま

しみ、親睦を深め、友情を温め、喜びを通じて成長

せん。

していく。これが例会への出席であり、親睦委員会

そのためには、クラブ管理運営委員会の皆様に

の役割であろうと思います。

率先して行動していただきたいと考えております。

Ｓ－Ｓｔｕｄｙ（学ぶ）

山地ＰＧは「例会から得られるもの」として次のよ

ロータリーから人生哲学、職業倫理を学び、多く

うに述べております。

の会員の人生観から学び、自己研鑽に励んで人

『ロータリークラブという出会いの場に触れて

間性を高める。大変難しい表現になっておりますが、

ロータリーつながりの中で多くの友人と知り合い
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我がクラブの情報委員会、研修リーダーに任せて

R情報・研修委員会

石川 健次 委員長

おけば心配ないと思っておりますのでよろしくご指
導をお願い致します。

①年間スケジュールについて

Ｓ－Ｓｅｒｖｉｃｅ（奉仕する）

参加者の負担にならないように、クラブ行事や

「思いやりの心で人のお役に立つ行動を」とい

地区行事に重なることのないよう臨機応変にする

うロータリーの奉仕をごく自然に自分の生活の中

ため、特に事前にスケジュールを設けていません。

に生かすことで世のため人のために尽くすことが

②新会員を対象とした研修会、古参会員への情報

できるようになります。

提供、とはどのようなお考えでしょうか。

この行動を現したのが4つのテストであり、人の

ロータリー情報は、ロータリーに関する知識・ルー

ために世のために奉仕することによって得られる

ルという意味で、必ずしも最新のニュースソースの

利益と楽しさを実感しうる表れが、4つのテストに

提供だけとは考えていません。広報委員会が対外

照らし合わせることにより得られると言われており

的とすれば、クラブ内に向けた対内的な活動と考

ます。

えます。
（新会員には）前年度同様、ロータリーに早く馴

出席委員会

中西 功 委員長

染めて楽しめるように、基本的な知識を伝えて家
庭集会的な「夜間の勉強会を兼ねた懇親会」を企

入会時に受け入れた最も基本的で重要な「 出

画します。（年４回目標）必要であれば、入会候補

席」という責務を自分のクラブに対して行う最低

者への事前のオリエンテーションなども考えていま

限の奉仕として会員に自覚して頂きたいと思って

す。

おります。

（中堅会員には）次代のクラブの指導者候補と
して、クラブ運営に必要な知識・情報を常時提供し

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

ますが、その際にはベテラン会員の知識や経験を
活用させて頂きたいと思います。

家族会は例年通り3回実施します。

（古参会員には）時代に合わせて変貌を続けて

①9月9日、大相撲秋場所見学。例会及び懇親会

いるＲＩについて、なぜロータリーのルールが変更

は向島の料亭で行う予定です。

されるに至ったのか、ベテラン会員とともに、研修リー

②12月20日クリスマス家族例会として、米軍厚木

ダーを含めた委員会として勉強します。

基地で行う予定です。

③研修リーダーには卓話以外にどのようなことを

③5月9日創立35周年記念家族例会として行う予

期待していますか。

定です。

当クラブの後藤研修リーダーは地区の研修委員

各記念日のお祝の品について

長でもあります。卓話に加えて 年度を通して、他ク

今年度は予算が増えました。特に、入会記念日

ラブ・他地区の情報など、研修のアイデアと支援

には、ロータリーマーク入りカット

をお願いしたいと思います。

グラスをご用意しております。

④その他

また、独身の会員には、ご本人

月に1～2度は、理事会やクラブ協議会などの

の誕生日に配偶者誕生日と結

無い例会終了後に4～50分程度、例会場の隣室

婚記念日の額を合計した金額の品物を、カタログ

を提供して頂き、Ｒ情報主催のサロン的な場を検討

から選んで頂くことにしました。

しています。(内容未定)
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プログラム委員会

藤塚 勝明 委員長

外部卓話者の回数を増やしお陰様で多くの会
員からの申し出があり、為になり印象に残る時間
が期待される。特に決めたジャンルは無いがロータ

①プログラム作成に当たり苦労したことは？
会長方針である例会の充実をどう反映するか

リーの会合にふさわしい卓話が期待てきるのでは。

に腐心した。他にも年間の例会回数が多く47回を

③隔月夜間例会の趣旨について

数えるので、偏らないようバランスを考えたつもり

会長のお考えがあります。親睦を重要視する意

である。

味合いから肩の力を抜いてロータリーを語り合う機

②ゲストスピーカーはどのような方、ジャンルを予

会ととらえて、“みんなに会える楽しみ”を実感して

定しているか。

スマイルボックス

頂きたいと思います。

岸 幸博

委員長

本日 \18,000 累計 \69,000

増 正之 様、冨岡 弘文 様（大和RC）

します。

大和RCの新会長・幹事でございます。どうぞ

富澤 克司 君

宜しくお願いいたします。

古谷田さん、大和中RCへようこそ。

保田 嘉雄 様、大矢 英明 様（大和田園RC）

松崎 正実 君

本日は年度初めのご挨拶に幹事共々お伺い

本日はクラブ管理運営についてのクラブフォー

いたしました。この一年宜しくお願いいたします。

ラムです。無事終って、早く楽になりたいです。楽

古谷田 紀夫 様（大和田園RC）

しいクラブ例会のため、今後皆様のご協力をお

急な訪問、申し訳ございません。いつもお世話

願いいたします。

になっております。宜しくお願いします。

郡司 守 君

横澤 創 会長・入江 公敏 幹事

誕生日のお祝いありがとうございます。あと一

本日は、大和RCの増正之会長、冨岡弘文幹

歩で80歳になります。最近は足腰の衰えをすご

事、大和田園RCの保田嘉雄会長、大矢英明幹

く感じてます。庭の草取りもままなりません。追伸、

事、ようこそおいで下さいました。一年間宜しく

気持ちは60代と？

お願いいたします。

上田 利久 君

石川 健次 君

7/22（日）ﾐﾆ水族館と地引網、とても素敵な奉

①大和RC、大和田園RC、会長・幹事様、表敬訪

仕活動ですね。お世話にも気を使われることと思っ

問ご苦労様です。一年はあっという間に過ぎ

ております。…本来ならば出席すべきところです

ますね。

が、私の体調に一寸不安もあり、失礼させて頂き

②出席率の件で、私の名前が出ましたが、スマイ

ます。

ルしますので、もう許して下さい。

高橋 清 君

後藤 定毅 君

創業記念、入会記念のお祝いを頂き、ありがと

大和の増会長、冨岡幹事、大和田園の保田会

うございます。

長、大矢幹事、ようこそ我がクラブへお出で下さ

石川 達男 君

いました。変化するロータリーのお役目大変でしょ

創業をお祝いして頂きありがとうございます。

うが、お互いに仲良く楽しく務めましょう。

父から引き継ぎ本年で50年目になります。地域

橋本 日吉 君

の皆様各企業様に感謝申し上げます。

大和RC増会長、冨岡幹事、大和田園RC保田

先週入会された野口君、おめでとうございま

会長、大矢幹事、ようこそ。一年間宜しくお願い

す。
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