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【 本日のプログラム 】 1月7日 挨拶 「年頭にあたり」 橋本 日吉 会長
【 次回予告 】 1月15日 夜間移動例会 「4クラブ合同賀詞交歓会」 ホテルセンチュリー相模大野
【 第1792例会 】 平成27年12月24日（木）
【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君

会長の時間

橋本 日吉 会長
橋本 日吉会長のご挨拶

幹事報告

12月31日退会予定
の青柳 文四朗 会員
よりご挨拶

辻 彰彦 幹事

①12月15日第６G会長幹事会が開催されました。
②ソウル国際大会仮参加者を確定すること。
③公共イメージ委員長よりソウル国際大会にて友
愛ブース開設の説明がなされました。
④R財団、米山共に本年度の寄付額が前年度を超
えるように要請ありました。
⑤2018－19年度のガバナーノミニーに脇氏（茅ヶ
崎湘南RC）確定が宣言された。
⑥本日は、クラブ協議会です。
⑦13:40より諮問委員会ですので、よろしくお願い

【R財団 寄付金】
高橋 清 君
マルチプルポールハリスフェロー
（＋７）
北砂 明彦 君

いたします。

マルチプルポールハリスフェロー

会員数

出席者

44名

28名

出席率
68.29%

⑧新年最初の例会は、1/7(木)です。11：３０より第7
回理事会を開催いたします。

前々回修正 出席免除
70.73%

9名

1

欠席者 12名(敬称略)
原嶋、橋本（吉）、引田、池澤、岸、北島、小松、苗加、
鈴木、富澤、梅野、山崎

⑨1/14(木)の例会は、1/15(金)４クラブ合同賀詞
交歓会の振り替え休会となります。

奉仕会計 11月と12月の奉仕プロジェクトと姉
妹クラブ友好も、順調に活動され、予定通りの支出

⑩My Rotaryへの登録を確認いたします。尚アカウ
ント未取得の会員は、取得をお願いいたします。

状況にあります。

⑪2/14はIMです。配布資料をご確認願います。

下半期に期待します。

スマイルボックスが本日まで、42.6％とやや低調。

委 員 会 報 告
R情報・クラブ研修委員会
お祝いの方々
親睦活動委員会

山崎 賢二 委員長

ロータリー情報部門に つきまして、 本日二度目
長谷川 清 委員長

会員誕生日

引田 俊一君
松崎 正実 君
配偶者誕生日 辻 明美 夫人
石川 早百合 夫人

1月1日
1月4日
12月30日
1月1日

入会記念日

1月1日
1月6日

藤田 方巳 君
山崎 賢二 君

「ポリオ撲滅へ道」を配布い たしました。皆様お手
許に届いていることと思います。ロータリアンとして
ポリオに関する問題常に関心をもっていなければな
らないこと一つでありますが、寄付金を払ってしまう
と後「無関心」「人任せ」が一般的なようです。パソ
コンをお持 ち方なら「ポリオ撲滅」で検索すれば多
く情報が得られます。時間ある時にでも一度お試し
になってみてください。R I から情報とまた一味違っ
た情報も面白いものです。
クラブ研修部門につきまして、１０月地区大会にお
けるセミナー、および１１月１８日地区研修セミナーに古
郡研修リーダーが参加されました。期首当初予定
より多少遅れ気味でありますが１２月１０日に委員会
を開催し、研修会具体化を 図ったところです。新年
明け落ち着いたころに研修会予定をしております
ので、ロータリー年齢若い方に特に、また近い将来
「理事・役員」あるい「幹事」等を目指す方々に絶好
勉強場になるかと思います。なお、会員諸兄によろ
しくご協力の程お願いをいたします。
クラブ会報委員会

石川 達男 委員長

毎週発行のクラブ会報作成は、事務局の藤原さ
んに多くのご協力を頂き、発行してまいりました。最
近のスマホのカメラが非常によく撮れるので、良い
写真を提供できるようになりました。引き続き行事

第５回クラブ協議会

の記録保存に努めていきたいと思っております。

「半期を終えて」

プログラム委員会
橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事

藤田 方巳 委員長

半期を経過し、橋本 日吉会長のテーマに沿って、
消化されていると思います。プログラム変更に際し

会 計

石川 健次

ては、メンバーの皆様に戸惑いを持たせてしまった

一般会計 年会費（半期分）は全員が納入済み

事をお詫び致します。

です。入会金（中村さん）１名分@50,000円

2

親睦活動委員会

長谷川 清 委員長

月10日に東慶州RCに通常例会に参加しました。

先ずもって、先日のクリスマス家族例会には、大

11月19日には、東慶州RCメンバーが新入会員６

勢のメンバーご家族の皆様にご参集頂き、ありが

名と通訳を含み16名が来訪されました。例会場は

とうございました。お礼を申し上げます。その際にも

大和商工会議所3階大ホールにて行い皆様のご協

申し上げましたとおり、次回の家族例会につきまし

力で無事済ますことがでしました。

ては、来年4月23日（土）に「歌舞伎座」での芝居見

今後の姉妹クラブ友好委員会としましては6月の

物と「浅草／神谷バー」での懇親会を予定しており

離就任式へは是非新入会員の多くのご参加を望

ますので、奮ってのご参加をお願い申し上げます。

んでおります。また、今季の国際大会が韓国で行わ

さて、上半期についてですが、粛々と進行させて

れます。以上です。

頂いております。例会開始前のお迎えにつきまして、

『オフレコ』ここのところ、イボミは凄いですね。他

若干寂しいとも感じておりますので、下半期は委員

にも教科書問題とか何かと話題が多いです。個人

会メンバーの例会出席をさらに喚起しまして、「ワク

的ではございますが日韓問題にすることではありま

ワク楽しい例会」を盛り上げて参りたいと思います。

せんが、お隣の友人として取り組む事、惰性とかい
つもこんなもんではなく、お互いを理解する為にが
大切と存じます。

会員増強・会員維持委員会
石川 達男 副委員長

スマイルボックス委員会

7月より始まりました本年度の会員増強・会員維

番 桂柳 委員

持委員会の活動は12月で半年が過ぎ、当初の目

スマイル委員会は、委員長に鈴木 洋子さん、副

標であります、増強4名の拡大を目指しております

委員長に神作 彰さん、委員に番 桂柳の3名で担

が、1名の増強にとどまっております。大和中RCに

当しております。

ふさわしい人物を皆様のお力で推薦して頂き、あと

半期報告書にもあるように、150万円が目標額

半年頑張って目標に向かい活動していきたいと思

ですが、7月から12月迄639,050円、４２．６０％です。

います。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げま

後期に目標額に達するように、皆様方の更なるご

す。

協力をお願いします。

奉仕プロジェクト委員会

R財団委員会

北砂 明彦 委員長

梅田 秀雄 副委員長

前期、実施計画に挙げておりました「松風園」に

本年度の地区のテーマであります「もっと役に立

通う子どもたちが笑顔になる、また保護者やご家

つ、もっと面白いロータリー」を基本に活動してまい

族の方が笑顔になれる時間を共有すると言う事で、 りました。具体的な数字としましては、12月21日現
イオンシネマにて映画鑑賞して頂きました。2つ目、大

在の達成率が４２．０１％でございます。後半もう少し

和自動車学校での「交通事故撲滅大作戦」実施。

頑張ります。

悪天候にもかかわらず、多くの方に参加いただきま
青少年育成基金委員会

した。

岸 幸博 委員長

今年で3年目を迎えました。青少年健全育成を目
姉妹クラブ友好委員会

標として、市内中学校で基金を利用して活動してい

中島 康次郎 委員長

ただくこととしています。今年は上和田中学校に助

姉妹クラブ友好委員会は中島と副委員長に髙

成いたしました。

橋政勝さん、苗加さん、そして池澤さん、板垣さんで
す。

公共イメージ委員会

ご存知のように今年度は、韓国のマーズの影響

野口 宏 委員長

で前期6月の離就任式への訪韓が見合わされ代わっ

松風園の皆様を招いての映画鑑賞会では、ノボ

て今年度の姉妹クラブ友好委員会の事業として9

リや旗を用意しました。また、上映前のスライドでロー

3

タリーのわかりやすい説明をしました。交通事故撲

１ 出席率

７５．９７％

滅大作戦では、更に発展させ、大和3RCの活動を
１ ゲストビジタ－数

報告しました。今後は、ポリオ撲滅活動等も紹介い

101名

たします。
１ 例
カラオケ同好会

会

藤田 方巳 事務局長

半期を経過し、2回のカラオケ大会を行いました。
楽しかったと言われるメンバーの方がいらっしゃい

通 常

16回

夜 間

6回

家族会

1回

取り止め

2回

ました。
１ スマイルボックス

半期報告
所

属

１ クラブ数

目標額

１,５００,０００円

国際ロ－タリ－

達成額

７月～12月

第２７８０地区第６グループ

達成率

４２．６０％

65クラブ

１ ロ－タリ－財団

１ 国際ロ－タリ－会長

Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

目標額

第２７８０地区ガバナ－

田中 賢三

達成額

７月～12月

第６グループガバナー補佐

志村 昌

達成率

４２．０１％

１ 会員数

６３９，０５０円

年初

43名

現在

44名

８，６００ドル（１人あたり＄200）
３，６１２.９３ドル

１ 米山記念奨学金
目標額

８６０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

入会

1名（中村 友彦 君）

達成額

７月～12月

退会

0名

達成率

５２．０３％

４４７，５００円
２０１5年１２月２１日現在

スマイルボックス

番 桂柳

委員

本日 \11,000 累計 \389，０5０
板垣 克浩 君、北砂 明彦 君
今年一年ありがとうございました。来年も宜し
くお願いします。
横澤 創 君
メリークリスマス！ 今年最後の例会ですね。皆様
にとって来年は素晴らしい年でありますように。
松崎 正実 君
メリークリスマス。前半期終了、皆様ご苦労様
でした。今年1年間、ありがとうございました。年
賀状は出しませんが、来年も宜しくお願い致しま
す。ついでですが、お誕生日のお祝いありがとう
ございます。
スマイル委員会一同
前期のスマイル、ありがとうございました。後期
も更なるきご協力をお願いします。

橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
お陰様で、橋本年度も半期が無事に過ごすこ
とが出来ました。心から皆様のご支援に感謝申し
上げます。本日のクラブ協議会も宜しくお願い致
します。
石川 健次 君
元旦生まれの妻の誕生日祝いをありがとうご
ざいます。 毎年のことですが、 クリスマスや誕生
日のプレゼントは、前倒しで差し上げております。
上田 利久 君、上田 郁代 様
クリスマス例会、若々しい管楽器によるモーツァ
ルトの世界へ…。楽しい一時をありがとうござい
ました。
藤田 方巳 君
入会のお祝いありがとうございます。
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