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【 本日のプログラム 】 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
【 次回予告 】 1月23日 夜間移動例会 新春落語会 「ロータリー寄席」 大和式礼
【 第1793例会 】 平成28年1月7日（木）
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」
【ゲスト 】 さくせいなん様（米山奨学生）

会長の時間

【 司会SAA 】 北砂 明彦 君
【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君

橋本 日吉 会長

アメリカ独立宣言採択、日本においては、1716年
の江戸の三大改革の一つである享保の改革が始
まり江戸幕府8代将軍の徳川吉宗は、幕府財政再
建のために[年貢制度の見直しや新田開発の奨励
や質素倹約の励行等の財政改革に努めています。
昨年10月には、第3次安倍改造内閣が発足して
「1億総活躍社会」のスローガンが掲げられました。
具体的には、少子高齢化という日本の長期的・構
造的な課題に真正面から取り組む事で、50年後も
人口1億人を維持し、国民一人一人が生きがいを
持って充実した生活が出来る社会を目指すとして

【米山奨学金授与 さくせいなん さん】
皆様、改めまして新春のお慶びを申しあげます。
皆様にとってどんな2016年の想いを持って迎えら
れたでしょうか。

います。そのために安倍首相は、「新3本の矢」とし
て「強い経済 2020年頃に名目GDP600兆円」、「子

今年の干支は、「丙申 ひのえさる」です。明るい・
強いまた伸び悩んでいた陽気がいよいよ芽を出し

育て支援2020年半ばまでに出生率1.8」、「社会保
障2020年代初頭までに介護離職ゼロ」という5年~

盛んになり、その姿がはっきりした状態になることを
表わし、また物事や新しい動きが伸長していく様子

10年先を見据えた政策目標を設定しました。
*出生率…戦後第1ベビーブーム期は4.3で、1950

を表す様です。これらに基づけば、2016年は一昨
年、昨年からの動きが一段と発展しあたらしい動き

年以降は急激に低下、昨年は9/5発表で1.42で一
昨年より0.01ポイント下がっている。ちなみに大和
市は昨年2月で1.4(10年前1.1)神奈川県でトップ

も進展していく年と予想されます。
歴史を振り返って見ますと「丙申 ひのえさる」の

にランキングしている。
*日本の現在の人口は、1億3千万人50年後を予
想では今のままでは8千万人になってしまうようで

年の出来事は、1956年の国際連合の加盟、1896
年の第1回夏季アテネオリンピック開催、1776年の
会員数

出席者

44名

31名

出席率
82.50%

前々回修正 出席免除
79.49%

9名
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欠席者 7名(敬称略)
引田、池澤、北島、小松、苗加、鈴木、梅野、

す。
私達の職業奉仕の視点から…2016年~20年の

⑦1/20(水)第３回地区研修協議会準備委員会が
開催されます。

5年間の我々中小企業経営の経営環境を予測して ⑧4/23(土) は、家族例会（歌舞伎）です。詳細は親
みますと、大変革の時代に入って来ると思われます。
睦活動委員会よりご説明があります。
過去の古いビジネスモデルから脱却して、新しい仕
組みと新しい働き方を模索しなければならない時代

【理事会報告】
①次年度理事会にて審議し、承認された審議事項

になってくる様です。例えば、雇用の面で働き手不
足になって来ますので、女性の活用の積極的な取

について理事会で承認されました。
A 大和中ロータリークラブ細則第14条 会員選挙

り組み(幹部役員の登用)また社員満足度向上対
策そして健康経営への配慮、クラウドの活用でコス

の方法の改正について
B 大和中ロータリークラブ細則第6条入会金およ

ト削減、ロボット化、少残業型、リモートワーク、IOT
等の利用で効率化が進んでいくことでしょう。

び会費の改正について
②2016-17年度プロジェクト（特殊詐欺撲滅大作戦）
の地区補助金申請について

以上の視点から見てみますと過去の延長上ではも
はや成り立たなくなる時代が到来しているのではと

委 員 会 報 告

予想されます。そのためにこれからは、将来を見据
えた[先読み経営]をしなければならないと予想しま

お祝いの方々

す。
さて、「病気予防と治療月間」から今月は、「職業
奉仕月間」であります。ロータリーの原点である職業
奉仕についてこの機会に、もう一度確認してみたい
とおもいます。
職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準
を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであ
るという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉
仕の理念を実践していくという目的を持つもので
ある。会員は、ロータリーの理念に従って自分自身
を律し、事業を行うと定義しています。又行動規範

親睦活動委員会
会員誕生日

梅田 秀雄 君
長野 俊八 君
北島 照介 君
上田 利久 君
配偶者誕生日 橋本 絵里奈 夫人
小栁 恵美子 夫人
中村 富美子 夫人
長谷川 真起子 夫人
上田 郁代 夫人

1月23日
1月24日
1月24日

梅野 房子 君

1月7日

伊藤 英夫 君
古木 勝治 君

1月17日
1月26日

創業記念日

古木 勝治 君
伊藤 英夫 君

1月16日
1月17日

入会記念日

鈴木 洋子 君
富澤 克司 君

1月8日
1月12日

苗加 真敬 君

1月23日

結婚記念日

して頂きますのでよろしくお願いします。

辻 彰彦 幹事

①１月のロータリーレートは＄１＝１２０円です。
②1/15(金)４クラブ合同賀詞交歓会です（1/14(木)
の例会は、振り替え休会となります）
③1/21(木)の例会は、1/23(土)ロータリー寄席の
振り替え休会となります。
④1/23(土) は、移動例会となります（ロータリー寄

挨

席）。16:00大和式礼集合です。
⑤2/21木)のRotaryDayは、1/16(土)大和３クラブ

1月19日
1月21日
1月21日
1月23日
1月11日
1月12日
1月19日
1月20日
1月23日

伊藤 克枝 夫人
橋本 誠子 夫人
小松 敏子 夫人

として8項目を定めています。手続き要覧を熟読く
ださい。1/28例会では、私の知人に卓話に来て頂
き「地域経済を担う中小企業の力」と題してお話を

幹事報告

長谷川 清 委員長

拶

「年頭にあたり」

会長・幹事会にて詳細確定いたします。

橋本 日吉 会長

⑥1/19(火)６G会長・幹事会が開催されます。
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皆様上半期は、 あっとい
う間に過ぎ去ってしまい、
バタバタと運営に明け暮
れてしまった感があります。
下半期は、会長ターゲット
の実現の下期にして行き
た いと決意を新た に して
いるところであります。
昨年の12/24の「半期を終えて」のクラブ協議会
では、諮問委員回の開催もあり時間の関係で、進
行も、大分はしおってしまい申し訳ありませんでした。
先程の会長の時間でお話ししましたが、今年は
丙申の年で今まで伸びやなんでいた陽気が芽を出
し、その姿が明るく強くはっきりした状態になり物事
や新しい動きが一段と進展していく年になると予想
されますので、この運勢を頂いて「ターゲット実現」
のために皆様のご協力を頂きながら頑張っていき
たいと思います。もう一度昨年12月に行った、上半
期の振り返りの要点を5点にまとめてみます。
1点目は、出席率が12/21現在で75.97%と年々
低下している点であります。9年前の91.47%から翌
年は89.52%と、段々と減り続け、昨年度は81.76%
で、今年度は、更に80%代を割つてきています。
下半期は、皆さんの知恵をお借りして早急に対策を
施していきたいと思います。
2点目は、今お話ししました出席率に関わります
が、5年未満の会員が44名中13名で30%を占めて
います。ちなみに欠席が多い会員は5年未満で6名
で新会員の46%が欠席が多い現状であります。10
年未満の会員構成は44中21で48%を占めていま
す。この様な視点から、「もっと役に立つもっと面白
いロータリー」そして「みんなのために ワクワク楽し
く そして仲間を創ろう！」の実現のために、クラブ運
営・ロータリー情報・クラブ研修委員会の協力で、
特に5年未満の 会員に出席していただき、懇談会
(炉辺会議)を開きロータリーを知って頂き親睦を深
めるようにします。
3点目は、スマイルボックス年間目標額1,500,000円、
12/21現在で639,050円 (42.60%)です。昨年も1,3
00,000円題でした。今年度も夜間移動例会数が多
い理由もあるのか、ビジター数もすくなく、今後次
年度へ向けて検討をしなければならない点であると
思います。いずれにしても奉仕会計の源泉であるス
マイルボックスは、地域へのロータリーの認知度向
上や公共イメージ向上や世界への贈り物への大事
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な源泉でありますので、皆さんの理解とご協力を切
にお願いしたいと思います。
4点目は、会員増強・会員維持の件でありますが、
我がクラブも38年の歴史を積み重ねてきましが、平
均年齢64.95才とだいぶ高くなってきており、しかも
60才以上が44名中31名と70%を占めてきており、
また高齢者の方、昨年12月で急遽退会される事に
なつた青柳さんの事例が考えられます。この様な
視点から、2020年までにクラブ活性化のための対
策が必要ではないかと危惧しております。その緊急
対策は量(会員増強・維持)と質(クラブ内の充実化)
の両面からの対策が急務と考えております。
ロータリーの魅力を高めながら仲間との信頼を
築き、あらゆる機会に積極的に参加して新しい仲間
を作りましょう。新しい仲間は、組織に学びと気づき
と活力を与えてくれます。会員増強は全員参加で
達成しましょう。中ロータリーの明るい未来は仲間を
増やすことにかかっています。One for all All for
oneの心で、下期にあと4名の協力が必要です。下
期には会員増強・会員維持委員会を中心に対策
懇談会を開催したいと考えております。これも皆さ
んの協力を切にお願いします。
5点目の最後は、ロータリー財団でありますが、12
/21現在目標額8,600ドル→3,612.93ドルで42.01%
の達成率です。なんとか100%達成したいと思いま
す。皆様そして富澤委員長よろしくお願いいたしま
す。昨年12月の会長幹事会に於いて、志村AGより
田中ガバナーから限りなく100%に近づけて下さい
とのメッセージがございました事を伝えさせて頂き
ます。
最後となりましたが、昨年はラグビーで五郎丸歩
選手が大変有名になりましたが、先程お話ししまし
たが神戸製鋼の監督だった平尾誠二が有名にし
た言葉「One for All All for One」に非常に似てい
ることばに、「全個一如」という孫子の兵法の研究
家 長尾一洋さんの言葉がございます。これを最後
にお話をさせて頂き締めくくりたいと思います。
全体の中に部分があって、部分の中に全体がある。
会社で例えるなら、会社の中に個人があって個人
の中に会社がある。ロータリーで例えるなら、クラブ
の中に会員個人があって会員個人の中にクラブが
ある。全と個の関係は一の如く自分を善くすること
で会社やクラブを良くし会社やクラブを善くするこ
とで自分が良くなる自分さえ良ければ自分はどう
でもと言う自己本位を捨て個を生かし全体を生か

すことの実践をしよう。これは、昨年11月に31期の
上半期を終えたとき、我が社の全体会の総括の最
後に、お話をした一文に、ロータリーを付け加えてお
話しさせて頂きました。これは組織論のお話で全体
と個の関係の重要性を説いています。全体は個か
ら影響を受け個は全体から影響を受ける。全体と
個の関係は、不離一体で一蓮托生の関係である事
を表しています。

スマイルボックス

番 桂柳

2016年、年頭にあたって、私の下半期のロータリー
の想いを述べさせて頂きました。辻幹事と理事役員
の皆さん、そして会員の皆さんと共に「全個一如」
の想いを生かし、それぞれが相互理解と相互信頼
そして相互作用が生まれる様に、一生懸命邁進した
いとおもいますのでよろしくお願い申しあげ「年頭
にあたって」に替えさせていただきます。 長時間ご
静聴有難うございました

委員

本日 \34,000 累計 \423，０5０
郡司 守 君
年々正月の物が減っていきます。年始の挨拶、飾り
付け、おせち、段々と寂しくなります。一番は年賀状を
頂いてた知人等の消息です。それらの数には入らない
で、20年のオリンピックをテレビで良いから観戦します。
伊藤 英夫 君
早々の年賀状ありがとうございました。本年もよろ
しくお願い致します。本日はおせち料理（三重）のお祝
いありがとうございます。本年は正月早々縁起がいい
わ。ただ長いだけですが健康には充分気を付けて楽し
い日々を過ごしております。
古郡 清 君、梅田 秀雄 君
明けましておめでとうございます。今年もよろしく
お願い致します。
髙橋 清 君
明けましておめでとうございます。橋本、辻年度、折
り返しの正月、増々のご活躍をご期待しております。
今年もよろしくお願い致します。
中村 友彦 君
妻の誕生日祝いをありがとうございます。まだまだ
勉強不足ですので、ご指導いただけたら幸いに思いま
す。本年もよろしくお願い致します。
富澤 克司 君
今年もよろしくお願い致します。
梅田 秀雄 君
誕生日を祝って頂きありがとうございます。この19
日で72歳になります。いやですね。歳のことは忘れま
しょう。
姉妹クラブ友好委員会 中島 康次郎 委員長
明けましておめでとうございます。昨年は東慶州RC
との合同例会でお世話になりました。年度末には離就
任式がございます。本年もよろしくお願い致します。
橋本 吉宣 君
家内の誕生日のお祝いを頂きありがとうございま
す。
原嶋 賢一郎 君
明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い致します。
番 桂柳 君
新年おめでとうございます。生来の筆不精と高齢
で年賀状を失礼しましたが、会員の方からも戴きあり
がとうございます。

橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
新年2016年が始まりました。本年も宜しくお願い
申し上げます。今期も後半戦です。いろいろありますが、
ご支援、ご協力をお願いします。
橋本 日吉 君
①中村会員、ようやく念願のフットサルTIPI（テピ）オー
プンおめでとうございます。ご繁栄をご祈念致しま
す。
②妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。綺
麗な花を楽しみにしております。
後藤 定毅 君
新年おめでとうございます。新しい申年は悪いこと
が去る、病も去るという縁起の良い年だそうです。皆
様に良い年でありますよう、そして橋本、辻丸に記念の
年度となりますようお祈りいたします。
上田 利久 君、上田 郁代 様
二人そろって誕生日のお祝い頂きありがとうござい
ます。なんとか仲良くやっています。私は87歳になりま
す。
上田 利久 君
謹賀新年。大和中ロータリークラブに出席して元気を
もらっています。今年もよろしく。
長野 俊八 君
あけましておめでとうございます。早々に誕生日の
お祝いありがとうございます。
板垣 克浩 君
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いします。今年は、早寝早起き朝ごはん健康一番で
過ごしたいと思います。
藤田 方巳 君
あけましておめでとうございます。
横澤 創 君
皆様、今年もよろしくお願いいたします。
長谷川 清 君
①あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
願い申し上げます。
②家内の誕生記念日を共にお祝いいただき、ありがと
うございます。
岸 幸博 君
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いします。誕生日を祝っていただき、ありがとうござ
います。
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