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【 本日のプログラム 】 8月22日 夜間移動例会 「会員増強について」 場所 北京飯店
【 次回予告 】 8月29日 卓話 施政方針「これからの大和市政について」 大和市長 大木 哲 様
【 第1678例会 】 平成25年8月8日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 橋本 吉宣 君 【 ビ ジター 】 佐々木 辰郎 様（大和田園RC）
【 ゲスト 】 第2780地区ガバナー 相澤 光春 様 第6Gガバナー補佐 佐々木 和夫 様

会長の時間

岸 幸博 会長
親睦を通しての信頼関係を築き、異業種交流など、
ロータ リアンでなければ経験できないものを求めて
入会しています。是非、会員全員の力を合わせ楽し
く、大和中クラブならではのクラブにしようではあり
ませんか。

本日は、相澤光春ガバナーを迎えての公式訪問
です。「クラブのサポート強化」、「人道的奉仕の重
点化と増加」、「公共イメージと認知度向上」の3つ
の優先項目を柱にしています。
先週は、高橋輝久自治連会長の卓話でしたが、
自治会加入率が70％位で毎年下がっているとのこ
とでしたが、私のところの自治会も72～73％です。

幹事報告

中島 康次郎 幹事

第2回理事・役員会報告（審議事項）
ワンルーム（準会員）を加えてです。今、自治会が求 ①7月までの予算の執行状況について承認。
められているか（？）です。少し前までは、入会する、 ②Ｉ Ｍ 組織表・年間行程表中間報告について承認。
しないかではなく、入会するのが当たり前でした。村 ③青少年育成基金について、中学生を主体とする
件、実施要綱（案）・申請書（案）を承認。
8分という言葉がありますが、地域では仲間に入っ
ていなくても残りの2分は仲間として協力し（葬式な ④青年会議所「ＹＡＭＡＴＯキ ッ ズ コンテスト」の後
援について承認。
ど）、また共同作業としての道普請や草取り葬式番、
食事会の「きよりこう」など組に入会していなけれ ⑤9/8第一回家族例会について、内容・予算を承認。
ば生活が出来ませんでした。自治会は生活して行く ⑥11/10松風園を招いての地引網について、内容・
予算を承認。
にはなくてはならなかったのです。今では葬式大和
式礼にお願いすれば、自治会やご近所に頼まなく ⑦12/8大和三クラブ合同交通事故撲滅作戦につ
いて、内容・予算を承認。
ても出来るし、入会しなくても困らないので、若人ほ
（協議事項）
ど興味がない様です。
①ガバナー公式訪問について
ロータ リーには、必要に迫られて入会したのでは
②中西会員の療養経過報告
なく、多くの人との出会いと地域、社会への貢献、
会員数

出席者

42名

33名

出席率
85.37%

前々回修正 出席免除
84.62%

6名

1

欠席者 6名(敬称略)
原嶋、引田、長野、中西、竹内、梅野

委 員 会 報 告
I M実行委員会
高橋 清 委員長
2014年2月9日（日）、佐々木ガバナー補佐のも
と、大和中RCがホストとなり、オークラフロンティア
ホテル海老名にて開催されます。先日の第2回理
事役員会にて、副実行委員長、大会幹事の承認を
頂きました。
副実行委員長
（総務委員会担当）
横澤 創 会員
（懇親委員会担当）
石川 健次 会員
（記録委員会担当）
伊藤 英夫 会員
（会場委員会担当）
松崎 正実 会員
大会幹事
橋本 日吉 会員
委員会組織表の担当につきましては、代表役員
と相談して決めさせて頂きます。
I Mの成功は相澤ガバナーのご指導のもと、佐々
木ガバナー補佐の方針に沿って、大和中RC会員
のお力添えを頂き、心を一つにして思い出に残る
I Mにして参りたいと思いますので、ご協力下さいま
す様、宜しくお願い致します。

入会記念日

「相澤光春ガバナーを迎えて」
第2780地区ガバナー 相澤 光春 様
2013～14年度R I 会長
ロンDバートン氏のテーマ
はご高承のとおり、｢ロー
タリーを 実践しみん なに

長谷川 清 副委員長
古木 勝治 君
8月12日
山崎 桂子 夫人 8月 9日
石川 達男 君

8月17日

ガバナー公式訪問

豊かな人生を｣です。テー
マはとても分かりやすく、

池澤 香織 夫人 8月20日
結婚記念日

中西 功 君

辻 彰彦 君
相澤ガバナー、佐々木AG、また佐々木パ ストA
G、ようこそお越し下さいました。
先日、厚木鮎まつりの会場にて「End Polio Now
キャンペーン」を行いました。ロータリーの公共イメー
ジ認知度の向上を目指し、多くの一般の方々に内
容の説明をさせて頂きました。一般の方からの質
問には「ロータ リーって何？」とか、「ポリオって何？」
と言うものが多く、簡潔にご説明申し上げるのが
難しかったと反省させられました。
今年、伊勢神宮では式年遷宮が行われておりま
す。この行事の目的の中に弥生建築技法の継承
というものがあります。20年に一度行われるのも
後継者に対する適格に技術継承するためのもの
であるとの事です。ロータリーはクラブが基本、その
クラブの中においても、ロータ リーの良さ、醍醐味
なるものを先輩から後輩への継承を行うことによ
り、充実したクラブが出来上がると考えます。
奉仕はすればするほど多くの事を得られると、ロ
ン・D・バートン会長、相澤ガバナーも提唱されてお
りますが、「ロータ リーをさせられている」というので
はなく「ロータ リーをしている感！」を持てるように奉
仕プロジェクトに積極的に取り組み、まずは自分自
身を向上させ、クラブの一員としてロータ リー修行
に励んでいきたいと思います。

親睦活動委員会
石川 健次 副委員長
岸年度、第1回家族例会を9月8日（日）に開催
致します。「参加者と夜景もキラリと光る家族例会」、
東京スカイツリーの見学と夜景を見ながらの豪華
な食事会です。定員は45名、先約順とさせて頂き
ます。ご家族おそろいでのご参加をお待ちしており
ます。

会員誕生日
配偶者誕生日

8月22日
8月27日

3分間スピーチ

R情報・クラブ研修委員会
横澤 創 委員長
第1回「炉辺会合」を開催いたします。9月10日
（火）18時半より、場所は大和式礼2階会議室、会
費は2,000円です。皆様の御参加をお待ちしており
ます。

お祝いの方々
親睦活動委員会

小栁 智裕 君
北砂 明彦 君

説明はしませんが、
・私は(これを受け)奉仕の実践と公共イメージと認

8月 8日
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知度の向上を目指すこととしました。
・ポールハリスはロータ リーを創立したとき、同じよ

中核となる価値観(奉仕・親睦・多様性・高潔性・
リーダーシップ)を土台として、奉仕の実践を推進し、

うな考えを持つ人々が集まるクラブを心に描きま
した。同じ事に関心を持ち、同じ事に価値観を見

公共イメージと認知度の向上を図りたいと思いま
す。奉仕活動において理念と実践の調和が大切

出し、同じような目標や理念を持つ人々です。
・ロータ リーはあらゆることが中核となる価値観を

であります。理念だけでも、実践だけでもなくその
調和の実践こそ大事だと思います。

土台として、またベースとして3つの優先項目(実
践計画の目標)が示されております。クラブのサ

8月3、4日の「厚木あゆまつり」にブースを出し、
多くの方々に国際ロータリーが1979年フィリピンの

ポートと強化・人道的奉仕の重点化と増加、そし
て公共イメージと認知度の向上です。

600万人の子ども達にポリオの予防接種活動を始
めて以来、ポリオ撲滅まであと少し「エンド・ポリオ・

ロータ リーをより良くしようという構想の下に始
まったロータ リーの戦略計画で、2007年にほぼ固

ナウ」をPR致しました。
第6G佐々木ガバナー補佐をはじめ、第6Gの皆

まり3年毎に見直していく事としております。2013
～14年も最重要としてさらに進化し、戦略計画が

様、公共イメージ大谷委員長ならびに委員会の皆
様、財団資金推進脇委員長、ポリオ・プラス髙橋委

続けられます。
戦略計画の10年先、50年先のロータ リーの「ビ

員長はじめ委員会の皆様には2日間、本当にあり
がとうございました。また、このブース出店のメディ

ジョン」である、「地域の人々の生活を改善したい
という情熱を社会に役立つ活動に注いでいる献身
的なの世界的ネットワーク」、大変分かり易いこの
「ビジョン」が、本年のロータ リーの友1月号に、RI
戦略計画委員南園義一さんの「ロータリーの目的」
と「R I戦略計画の理念」との関係を｢ロータ リーの
理念｣としてまとめ、1枚の図にされ説明しており、
ビジョンが(本質)としております。
話しを戻しますが、3つの優先項目のうち「公共
イメージと認知度の向上」を取り上げましたのは、
戦略計画はロータ リアンの夢や希望を取り入れな

ア対策として、Jcom(湘南)グループに取り上げて
頂き、併せ御礼申し上げます。
事前として7月27日12:30～13:30の番組の中と、
7月29日の18:00から放映がされました。また、8月
3、4日の当日の様子も生放送にて放映されました。
皆様方のご協力に感謝申し上げます。
そして未来の夢計画ですが、本年度から世界中
で「未来の夢計画」が実践されます。奉仕と価値
観を活かすことにより素晴らしい影響をもたらすこ
とが見えてきます。行動する絶好の機会となります。
7月2日R財団地域セミナーにて、R財団管理委

がら進化してきました。その間アンケート調査を実
施しました結果、ロータリーが何をしているのかよく
分らない方々が大変多いということでした。いろい

員でもございます小澤一彦PGからのお話をご紹
介させて頂きます。
「7月1日から新しい未来の夢計画が準備を経て
スタートしました。実践した100のパイロット地区の9

ろな方々にもっとロータ リーを知ってもらいたいと

0％近く今までより良いと答えを出しています。また
外部の方々がどう評価しているかですが、この4
月にトーマスエジソンの名前を冠にしたエジソン賞
がアメリカにあり、未来の夢計画が「ライフスタイル

思い、私は「公共イメージと認知度の向上」を取り
上げる必要性を痛感いたしました。
公共イメージと認知度の向上、 その中に更に5
つの項目が掲げられています。
・イメージとブランド認知を調和させる。
・行動を主体とした奉仕を推進する。
・中核となる価値観を推進する。

と社会的影響」部門で銀賞を受けました。この申
請は6000件あり、審査員はこれまでの受賞者学識

・職業奉仕を強調する。

またアメリカのトップ企業の幹部によって構成され

・クラブにおけるネットワークづくりの機会、ならび
にクラブ独自の主な活動について周知を図る様、

た方々の投票によってきまるもので、価値ある賞だ
と思います。」
最後に親灸（しんしゃ）の心についてお話させて

経験者、開発工業・化学・医療の分野の第一人者

クラブに奨励する。
この5つの項目を推進していきたいと存じます。

頂きます。私は若いときから「 親灸」 という言葉を
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大事にし、大切にしてまいりました。私も事業を営ん
でおりますので、人と出会う事が多くあります。一

る事だと存じます。
・心で見つめ・考え・行動しながら地域や世界にか

人の人間として考えてみますと、誰もが限られた時
間の中で限られた範囲の中で人生・時間が過ぎて

なった生き方を皆さんと一緒に創っていきたいと
存じます。

います。この過ぎ去っていくこの「時空」を自分自
身にとって、どう生かされているのか、生きているの

・ロータ リーで人の心を動かることはプロジェクトや
プログラムであれ子ども達の笑顔であれすべてロー

か、を考えてみますと、本日もそうですが、出会った
方々が各々魅力があり、人間味をお持ちの方々

タリークラブから始まります。
2013～14年度は積極的に優先し、自らが模範

です。それぞれの業や地域でリーダーシップを兼ね
備えている方々でもございます。この出会いを大

となり地域において活発に多くの人に出会い実践
しようではありませんか。

切にすることにより、刺激を受け感化されることが
多くあります。この刺激・感化することにより自分

本クラブの会長・幹事をはじめ皆様方のご健勝
をご祈念申し上げます。ご清聴ありがとうござい

自身の人生、とり分け生き方に変化をもたらしてく
れます。多くの出会い相互に影響し合い研鑽でき

ました。
詳しい内容は下記よりダウンロード下さい
http://sdrv.ms/1fib4ND

ること「親灸の心」であり、「ロータリーの心」に通じ

スマイルボックス

山崎 賢二

委員長

本日 \33,000

相澤 光春 様（ふじさわ湘南RC）
公式訪問にお伺い致しました。宜しくお願いします。
佐々木 和夫 様（大和RC）
本日は相澤ガバナーのお伴で参りました。宜しくお
願い致します。また、先日8月3、4日に行われた「End
Polio Now キャンペーン」では、会長・幹事様はじめ皆
様のご協力に感謝いたします。
佐々木 辰郎 様（大和田園RC）
お久しぶりでございます。本日は相澤ガバナーの卓
話と岸会長の応援に参りました！
岸 幸博 会長・中島 康次郎 幹事
相澤 光春ガバナー、佐々木 和夫ガバナー補佐よう
こそおいで頂きました。本日は、ご指導宜しくお願い
致します。佐々木辰郎大和田園パスト会長、ようこそ
お出で頂きました。ご指導宜しくお願いします。
中島 康次郎 君
先週例会から、あつぎイベントまで、母の一周忌、検
診、仕事の関係等詰まった私事の為お休みさせて頂
きました。会長はじめありがとうございました。
後藤 定毅 君
相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐、新年度早々よ
うこそ我がクラブへお出で下さいました。本日のご指
導、そして一年間宜しくお願いします。
伊藤 英夫 君
相澤ガバナー、暑い中公式訪問ご苦労様です。ガバ
ナーは親炙という言葉がお好きのようですが、我がク
ラブも会長はじめ全会員気持ちは同じです。ご指導
の程。
IM実行委員会 高橋 清 君、橋本 日吉 君
本日は相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐にはお
忙しいところ、我がクラブガバナー公式訪問にお出で
下さいまして、ありがとうございます。IMについてもよ
ろしくご指導をお願い致します。
上田 利久 君、番 桂柳 君、舘盛 道明 君、
野口 宏 君
相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐、夏の盛りに公式

累計 \193,000

訪問ご苦労様です。
SAA 入江 公敏 君、髙橋 政勝 君、
古郡 清 君、藤田 方巳 君
相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐、ようこそお出
で頂きました。1年間どうぞ宜しくお願いします。
横澤 創 君
相澤ガバナー、ようこそお出で下さいました。ご指
導宜しくお願いします。
藤塚 勝明 君
相澤ガバナー、本日は厳しい暑さの中、当クラブへ
の公式訪問ありがとうございます。ご指導の程宜し
くお願い致します。
阿萬 正巳 君、辻 彰彦 君
相澤ガバナー、佐々木AG、ようこそお越し下さいま
した。大和中RCを楽しんで下さい。
奉仕プロジェクト委員会、職業奉仕委員会
姉妹クラブ友好委員会 橋本 日吉 君、
鈴木 洋子 君、富澤 克司 君
相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐、元佐々木ガバ
ナー補佐、ようこそ大和中RCへお出で頂きました。1
年間ご指導宜しくお願い致します。
山崎 賢二 君
①相澤ガバナー、佐々木ガバナー補佐、本日はお暑い
中、大変ご苦労様です。宜しくご指導下さい。
②女房の誕生日祝い、ありがとうございます。最近は、
髪を切ってくれなくなりまし た。止むを得ず自分で
やっています。
北砂 明彦 君
①相澤ガバナー、本日は宜しくお願いします。
②結婚記念のお祝いありがとうございます。
石川 達男 君
結婚記念日のお祝いを頂き、ありがとうございま
す。20周年を迎えました。
池澤 利男 君
お祝いを頂き、ありがとうございます。
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