1719号

【 本日のプログラム 】 5月15日 卓話 「持続可能な自立循環型リサイクルループ・ヤサイクルの形成について」
【 次回予告 】 5月22日 第6回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 会長エレクト 山崎 賢二 様
【 第1714例会 】 平成26年5月8日（木）
【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【 ゲスト 】 ガバナー補佐 佐々木 和夫 様、次年度ガバナー補佐 磯部 芳彦 様

会長の時間

岸 幸博 会長

が、創立会員で36年の在籍があり、会長を務

本日は創立記念日にあ

められ、交換留学生のホームステイの受け入れ

たり、チャーターメンバーで

に率先して引き受けるなど、ご家族を含め、我

あります上田会員に卓話

がクラブに多大なる貢献をされています。理事

をお願いしてります。

会では、何らかの形で功績記録を残すことが

今年度は36年目となり

出来ないかと協議しています。尊敬するロータ

ます。チャーター会員も少

リアンとして末永く仲間であると、ご家族にお

なくなり、元気に例会に出席頂いているのは数

伝えすることで、ロータリーとのつながりがわず

名になりました。36年間世のため、人のため、そ

かですが保てると思います。会員皆様のご意

して自分自身のためにご苦労様でした。これか

見をお聞きして、例会後の理事会の参考とした

らも元気で宜しくお願いします。長い間育てて

いと思います。

頂いた中ロータリーを、次に繋げていかなけれ
ばなりません。それにはまだまだ勉強不足です
ので、ご指導宜しくお願いします。
さて、チャーターメンバーの中西会員の件で
す。病に倒れ出席できない状況であります。ご
家族、ご本人は、ロータリークラブを退会せざる
を得ないとの判断を下しました。理事会はその

第6グループガバナー補佐 佐々木 和夫 様
次年度ガバナー補佐 磯部 芳彦 様
ご挨拶

判断を尊重なければならないと考えています
会員数

出席者

43名

30名

出席率
83.33%

前々回修正 出席免除
83.33%

10名
1

欠席者 6名(敬称略)
阿萬、原嶋、伊藤、小栁、野口、髙橋（清）

幹事報告

結婚記念日

中島 康次郎 幹事

辻 彰彦 君

5月13日

①5月度のロータリーレートは１＄＝1０２円です。
②地区会員増強・会員維持委員会より”退会
防止への取り組みに関するお願い”がきて
おります。内容は退会の方が多くなりがちな
時期を乗り切る事です。
１、新入会員や欠席がちな会員に声を掛け、
例 会に出席しやすい環境を作る
２、新入会員にロータリーの良さを話し理解を
深める
３、親睦を深めるため飲み会、家庭交流会等
を行う
４、新入会員や欠席がちな会員の話を聞く会
をひらく
５、長年ロータリーに携わった会員にクラブの
歴史を聞く機会を設ける

卓

６、クラブ内に趣味等の同好会をつくる

話

「創立記念日によせて」

７、長期欠席者に連絡して同行出席をする

上田 利久 会員

８、若手を中心や年代別等のセミナー、同好
会、親睦会を行う

先日、岸 幸博会長

９、例会中にフリートーキングの時間を作る

より「創立記念日よせ

１０、連れ合ってメーキャップをして他のロータリー

て」、何か卓話をとのお

クラブの空気を味わう

誘いを 頂きました が 、

③髙橋政勝会員より２円切手を大量に頂きま

既に記憶も定かであり

した。消費税も上がった折、事務局は大喜び

ませんが、老人のつぶ

です。

やきとしてお聞き流し

④本日例会終了後、第11回理事・役員会が

下さい。

開催されます。

1978年5月9日（昭和53年5月9日）、今から

委 員 会 報 告

36年前、私たち23名、ロータリーとは何ぞやも
分からないままに知らない者同士が集められ

お祝いの方々
親睦活動委員会

ました。

池澤 利男 委員

第一回例会、矢野久元会長ターゲット『友情
会員誕生日

石川 達男 君

配偶者誕生日 中島 條子 夫人
竹内 晴美 夫人

5月13日

の輪をひろげよう』。厳粛な空気の中で始まり

5月11日

ました。皆さん初めてと言う方ばかりなので、

5月11日

早く仲良くなってロータリーを理解し、先輩クラ

2

ブと肩を並べ歩ける様になりたいですねとおっ

たことであります。頼もしい限りであります。

しゃっておられました。また、ロータリーソングが

そして、第三番目は、今年の2月に訪れたIM

歌えなくては恥ずかしいのでと会社のバンドの

…。これもクラブ上げての企画、実践。苦しい時

お兄さんに、例会後練習をさせて頂いたことも

こそ、凛としてその美しい背中を保ち、会場に

ありました。資金が足りなくてはとご配慮を頂

心地よい緊張がはしりました。そして皆の心は

いたこともありました。そして第四回例会の後、

一つにまとまりました。この底辺を支えてくれ

病気療養のため入院されました。

たのは、炉辺会合にあったのかなと思い、感謝

この様にして始まった大和中RCが、大きく

しております。

飛躍した時期を3つに分けて眺めて見たいと

この炉辺会合は、新しい仲間同士、早く理

思います。

解し合うための一つの出会いとしてご活用し

第一番目、私たちは4月に迫った認証状伝

て下さい。

達式チャーターナイト（昭和54年4月22日）を

そしてもう一つ、さらに幸運が続きました。ロー

目指して、それこそ一致団結、無我夢中でその

タリーの綱領がロータリーの目的に書き改めら

準備に当たりました。北は花巻、南は長崎北R

れましたが、同時に業務と言う文言は見事に

Cから地区内外86RCのお客様をお迎えして、

姿を消しました。ロータリーにも再び輝きが戻り

厚木米軍基地内の映画館で行われました。創

つつあるように思われます。

立記念日より3か月後に、理論的、行動派とし

創立当時、私も50歳の青年でしたが、皆様

て知られた中西功さんがチャーターメンバーと

と共に学び、そしてロータリーを楽しんだ日々を

して入会されました。（昭和53年8月17日入会）

思い感謝しております。更なる発展を願いなが

我々が入会した当時、国際ロータリーは最盛

ら終わらさせて頂きます。ありがとうございまし

期を迎えていました。今とは時代が違いました

た。
クラブフォーラムの内容は下記より

が、私たちはロータリアンになれたことに、いく

ダウンロード下さい。

ばくかの誇りと喜びを感じていました。

http://1drv.ms/1mWNcEA

この様に隆盛を極めていたロータリーにも、
一時期低迷期を迎えることになります。いつし
か陰りが見え始めました。
第2番目。それから30年、2010～11年度後
藤定毅ガバナー年度、ガバナーを始め、地区に
出向された委員の方々、そして皆の願いが一
つになってローターにも、再び輝きを取り戻し、
クラブ全体としても大きく飛躍したように思わ
れました。大和中RCの心意気、頼もしさを垣間
見た思いが致しました。
そしてそんな中訪れた、ここ数年来中堅の
企画力、そして実行力を兼ね備えた素晴らしい
ロータリアンが数多く仲間として入会してくれ
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山崎 賢二

委員長

本日 \19,000 累計 \784,000
ています。今後も宜しくお願いします。

佐々木 和夫 様（大和RC）

池澤 利男 君

本日は、次年度ガバナー補佐、磯部芳彦さんの

入会記念日をありがとうございます。

ご紹介に参りました。

上田 利久 君

磯部 芳彦 様（座間RC）

創立記念日、おめでとうございます。更なる発

ガバナー補佐引継ぎのご挨拶に参りました。7
月から1年間、宜しくお願い申し上げます。

展を願いながら、ありがとうございます。

伊藤 克枝 夫人

石川 達男 君
誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうござい

これからも宜しくお願いします。

ます。63歳になりました。貴しくも昭和26年生まれ

岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

です。

佐々木AG、磯部AGエレクト、ようこそお出で

横澤 創 君

頂きました。今後ともご指導宜しくお願い申し上

佐々木AG、一年間ご苦労様でした。磯部次年

げます。髙橋政勝会員より、2円切手を大量に頂
きました。感謝です。

度AG、これから始まる一年間を、健康でお過ごし

中島 康次郎 君

ください。
橋本 日吉 君

かみさんの誕生日のお祝い、ありがとうござい

佐々木AG、磯部ガバナー補佐エレクト、ようこ

ます。毎年楽しみにしております。

そお出で頂きました。IMでは、大変お世話になり

古郡 清 君

ました。（IM幹事）

佐々木ガバナー補佐、磯部次年度ガバナー補

辻 彰彦 君

佐、本日はようこそいらっしゃいました。

結婚記念日のお祝いをありがとうございます。

長野 俊八 君

今年は銀婚式なので、お花だけではすみません。

本日、所用で早退させて頂きます。

（汗）

後藤 定毅 君

松崎 正実 君

佐々木AG、磯部次期AG、本日は当クラブへよ

引田先生には、先日大変お世話になりました。

うこそお出でくださいました。佐々木AGには、早
いようで短かったのか、ご苦労様でした。磯部次

これからも宜しくお願い致します。

期AGには楽しくやりましょう。期待しております。

山崎 賢二 君
佐々木ガバナー補佐、磯部次年度ガバナー補

竹内 彰 君

佐、お揃いでようこそお出でくださいました。

妻の誕生日のお花、ありがとうございます。こ
こ数年、何もしてないものですから、大いに助かっ

4

