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【 本日のプログラム 】 6月20日 挨拶 「一年を顧みて」 会長・幹事
【 次回予告 】
7月4日 就任挨拶 「就任にあたり」 会長・幹事
【 第1950例会 】 令和元年6月13日（木）
【 斉唱 】
「それでこそロータリー」

会長挨拶

鈴木

【 司会SAA 】 石川 健次 君
【 ソン グ リーダー 】 中村 友彦 君

私事で、10代後半ごろのことと思いますが、友人・
知人の件でいろいろ問題が有り人生に絶望した事が
有りました。学生運動が激化していましたが、大学卒
業後に友人の一人は、報道等で有名になったある
宗教団体に入り数年後には連絡が取れなくなりまし
た。その当時は仲間同士でもいろいろ考え方が違い、
意見がぶつかって親友関係が崩れていったのも事
実でした。宗教に入った友人は、とても優しい人で、
自ら身を引く事がその団体に入るきっかけになったと
今でも思います。彼女を追い込んだ友人に、私は初
めて憎しみを覚えました。
半世紀を過ぎた現在でも彼女の事を時々思い出
すと、追い込んだ友人にこだわっている自分の度量

洋子 会長

皆様こんにちは。きら
ぼし銀行での大和中ロー
タリークラブ会長として
の例会の挨拶も、本日
を含めて後2回となりま
した 。昨年の今頃は、
一年間無事務まるのだ
ろうかとの思いで一杯でした。
本日の歌「夏の思い出」は、私にとってこれから航
海に向かう出航前のドラであり、未知への不安と期
待を胸に秘めた事を思い出させてくれる、忘れえぬ
歌です。何年後か、この歌を口ずさむ時はきっと懐
かしく思い出されることと思います。

の狭さを感じ自己嫌悪に陥ります。恩讐の彼方にと
いう事が有りますが、私にとっては自身が亡くなる時
かなと思ったりします。私自身の事でもこの様ですの
で、「戊辰戦争」で多くの犠牲者があった会津や鹿

さて、今月は「ロータリー親睦活動月間」です。昨
年のロータリーの友の10月号に明治150年を記念し
て「会津と薩摩、因縁を超えロータリーが結んだ縁」
との題で会津若松西ＲＣと鹿児島中央ＲＣとの交流

児島の人々は150年という歳月が過ぎた今でも忘れ
られないことと思います。
いろいろな思いがあったとしても、ロータリーを通し
て、交流に至った事、改めてロータリーの素晴らしさ
を感じました。大和中ロータリークラブをロータリーの
精神を基に、素晴らしいクラブにして行けたらと思い

が書かれていました。又今年のロータリーの友の5月
号に、会津若松西ＲＣの大堀さんの投稿による「会
津と薩摩を結ぶ友好のロータリー」が掲載されてい
ました。
会員数

出席者

34名

25名

出席率 前々回修正 出席免除
75.76%

78.13%

4名
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欠席者 8名(敬称略)
藤塚、原嶋、橋本（吉）、池澤、石川（達）、川名、
新村、苗加

ます。

会長ターゲットの「未来への足がかりを創ろう」の
コンセプトに沿って、1年間活動しました。毎週の例
会が楽しみになる様に工夫をし、企画しました。地域
で活躍している各団体の代表の方、企業の代表の
方に卓話をして頂きました。予算内でなんとかできま
した。皆様のご協力ありがとうございました。

本日の歌（唱歌）
「夏の思い出」

幹事報告

北砂明彦

直前幹事

親睦活動委員会
委員長 入江 公敏
活動方針に沿い実施計画を実行しました。SAAと
の連携と共に、エレベーター前でのゲストビジター会
員を笑顔でお迎えすることが出来ました。ソングリー
ダーはお祝いの方々担当の委員が担当しました。ま
た記念日については、誕生祝いをはじめとしたお祝
い品を用意しました。家族例会について 地引網は
海のうねりのため中止となり、バーベ キュー大会を
開催いたしました。。12/12にクリスマス家族例会を
北京飯店で開催し、会員家族に楽しんでいただきま
した。5/11には職業奉仕との合同で、富士山山中
湖方面へ小旅行を行い、芝桜も満開で晴天で楽し
い一日でした。8/9夜間例会の懇親会の司会を務
めました。

本日はクラブ協議会となります。例会時間が延長
されますが最後までよろしくお願い致します。

委

員

親睦活動委員会

会員誕生日

会

報

告

中村 友彦 委員
小野 泰弘 君

6月13日

第７回クラブ協議会
「年度終了にあたり」
鈴木 洋子 会長
北砂 明彦 直前幹事

出席担当
小倉 一道
例会毎の出席率の報告、皆出席の表彰を行いま
した。出席率の向上については具体策を講じること
が出来ませんでした。次年度に持ち越します。

会計
小倉 一道
予算書に基づいて、本日現在までの進捗率は一
般会計収入の部92％、支出の部91％です。単年
度収支約54万円です。

会員増強・会員維持委員会担当理事 中村 友彦
活動方針のとおり何名か声掛けを行いましたが、
良い結果が出せませんでした。また、会員維持の面
でも病気などの理由も含め、多くの退会者が出てし

クラブ研修委員会
委員長 岸 幸博
炉辺会合（クラブ研修会）3回の予定が、1回になっ
てしまいました。会員による3分間スピーチは10名ほ
ど行って頂きました。ありがとうございます。

まい、維持の結果が出ませんでした。
職業分類担当
中村 友彦
活動方針、クラブ細則に従い、当地域の特徴を
考え、大和中RCならではの職業分類を検討します。
とありましたが、入会者も石田さんから肥田さんにと
いう事だけなので、検討することもありませんでした。

クラブ会報委員会
副委員長 小野 泰弘
会報の正確性を期するため、発表者の方に原稿
の提出をお願いしました。また、例会の雰囲気を伝
えるため、可能な限り多くの写真を使用して紙面を
作成しました。
プログラム委員会

会員選考担当
委員長 古郡 清
会員増強、会員維持委員会から推薦された候補
者を、例会やロータリー活動に参加できて、会員と
親睦がはかれる人を選考します。今年度は肥田会

委員長 橋本 日吉
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員を選考して新会員となりました。次年度は多くの候
補者が選考対象となりすように、皆様の推薦をお願
いします。

職業奉仕委員会
委員長 板垣 克浩
職業奉仕の上半期の活動での主なものは、大和
自動車学校での交通事故撲滅大作戦に参加しまし
会場監督
正 石川 健次
た。皆様にご協力いただき、非常に盛りだくさんの内
クラブ計画書に実施計画を6つ挙げましたが、概 容で、市内在住の皆様にご参加いただき、普段でき
ね実行できたと思います。例年と大きく違ったことは、 ない貴重な体験をして頂きました。大和自動車学校
会長方針にのっとり、童心に帰るという目的をもって、 の皆様をはじめ、各方面の多数の皆様にもご協力い
会長の時間の冒頭に童謡・唱歌の時間を設けまし ただき、非常に有意義な事業を開催出来ました。下
た。毎週毎週会長の選択した歌に、戸惑いながら何 半期5月11日は親睦活動委員会と合同の家族例
とか１年が過ぎましたが、来週後1回で終わりかと思 会を行いました。また、四つのテストの唱和は7月か
うと、名残惜しいような気がします。年度当初の39 ら持回り(次回の方を指名する)で行い、意識向上が
名の会員数が、現在は在籍33名となり、出席率も 図れたと思います。今期に限らず、継続的に事業を
かつてないほど低迷しています。会長幹事はじめSA 発展させるための学問的な企業経営の理念と実践
A迄、前列に6名座っておりますが、あわせてもこの 方法を、今後も職業奉仕理念として実践に努めてま
会場内に20名ほどの例会も頻繁にありました。さす いります
。
がにこの人数での例会では寂しすぎます。2ヵ月に一
度の席替えも変り映えしませんでした。SAAの観点 国際奉仕委員会 副委員長 小栁 智裕
本日髙橋清委員長は所用の為欠席ですので、副
からも申し上げますが、次年度は皆で会員増強と出
委員長の小栁が報告します。外国人と会員との共
席率の向上に励みましょう。
生としてのかかわり方について、大和市国際化協会
奉仕プロジェクト委員会
委員長 北砂 明彦 杉間理事長、北島事務局長と意見交換を9月に行
2018年11月10日土曜日海老名イオンシネマ様 いました。杉山理事長より、いろいろなイベ ントを開
のスクリーンをお借りし、開催された映画鑑賞会。今 催しており、その状況を把握して頂きたいと意見を
年で4回目を迎えることが出来ました。つきみ野イオ 頂き、11月に開催された各国の料理食文化の集い
ンシネマ閉館に伴い、海老名での開催に当初少し不 に参加し、勉強し参考になりました。姉妹クラブ韓国
安もありましたが、委員会メンバーが集まり、事前に 東慶州ロータリークラブと締結35周年の記念すべき
現場確認、映画館担当者との打ち合わせ等を重ね 年にあたり、記念事業を企画し、姉妹クラブ友好担
た結果、無事終えることが出来ました。現在南町田、 当の髙橋政勝会員にお骨折りをいただきました。締
座間イオンに映画館の建設計画があるため、今後 結35周年に相応して友好を深めることができました。
については改めて、開催場所を検討する必要があ 詳しい内容につきましては、友好担当の髙橋政勝会
ると思います。32組117名（大48名小48名職21名） 員よりご報告をお願いいたします。
2019年12月9日日曜日、大和自動車学校にて
髙橋 政勝
開催した「交通事故撲滅キャンペーン」は例年度と 姉妹クラブ友好担当
同じ規模で開催されました。今年は大和ＲＣも参加
11月15日に姉妹クラブ韓国東慶州ロータリーク
し、各ブース担当者は一日交通事故撲滅に向け近 ラブメンバー17名が来日されました。合同例会には、
隣住民に交通事故撲滅について理解を求めました。 締結35周年の歩みを見て頂き、歩みはCDにし、東
とても寒い一日でしたが最後までお付き合いいただ 慶州RCにも提供しました。2泊3日でしたが、友好と
深い親善が図られました。6月27日（木）は、東慶州
きました皆様ありがとうございました。
2019年4月11日木曜日13時30分よりやまと芸 RC離就任式に行ってまいります。
術文化ホール・サブホールにて「特殊詐欺撲滅大
委員長 辻 彰彦
作戦」を実施。関係者含め約200名の事業となりま スマイルボックス委員会
会長ターゲットに沿い、全会員と共に協力し、未
した。事前にチケット及びポスターチラシを作成し、
ゆめクラブ大和様へ渡したが、配布の際に地区に均 来の奉仕活動資金の基礎を築きました。残り1回の
等配布してしまったため、希望者へ行きわたらなかっ 例会で、最後のご支援をお願いします。
たようである。会場内にも空席が出てしまった。次回
ロータリー財団委員会
副委員長 伊藤 英夫
は希望者へ届くよう配慮が重要である。
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活動を予定していた下半期に、私自身（藤塚委
員長）が体調を崩してしまい長期にわたり例会を欠
席する事態となってしまいました。その結果皆様に
財団への寄付のお願いができずに年度が終わろうと
しております。本日までの結果のみの報告とさせて
頂きます。
①ベネファクターに１名
②２００ドルのご寄付を頂いた方１５名
③４０ドルのポリオへのご寄付を頂いた方１０名。
尚、年当初の目標として 会員数３９名に対しまして
の達成率は４１．７％でありました。目標に遠く及ばず
誠に申し訳ありませんでした。

を見ながら散策を計画しました。9月20日は雨が降
り、長く歩くことはできなかったが、全員で記念撮影を
行い、帰りに「あさまる」にて海鮮料理を堪能しました。
カラオケ同好会 鈴木 洋子
今年度の実施は、残念ながらできませんでした。
ダンス同好会の方と、クリスマス例会時に小栁会員
に歌って頂き、ダンスをしていただきました。
ダンス同好会 野口 宏
3年目に入りました。メンバーは13名です。毎週の
レッスンも6～10人程度集まっています。3カ月に1
回程度はレッスンの他に、カラオケにも行っています。
今後もよろしくお願いします。

米山奨学委員会
委員長 神作 彰
当クラブで、ファン レ グェン君（米山奨学生）の
カウンセラーを北砂会員に行っていただき、米山学
友会にも積極的に参加いただきました。寄附金につ
いては普通寄付を含んで、約95％達成しました。
青少年育成基金委員会 副委員長 橋本 日吉
本年度、大和中学校へ基金300,000円を拠出
いたしました。内訳として「屋内ミストシャワー発生器」
の購入と「大型扇風機」の購入で、近年の異常気象
により、35度を超える猛暑対策に役立ちました。5月
23日の卓話で、大和市中学校校長会会長、光丘
中学校校長の大谷一記様をお招きして活動報告を
して頂きました。
ゴルフ同好会
会長 竹野 国敏
年2回の活動を計画しましたが、1回しかできません
でした。コンペは天候の影響でハーフになりましたが、
親睦を深められたと思います。
ノルディックウォーク歩こう会 副会長 入江 公敏
恒例の茅ヶ崎小出川沿いに群生している彼岸花

スマイルボックス

辻 彰彦 委員長

本日 \6,000

累計 \５７１，０１５

喜びたいと思います。
小野 泰弘 君
誕生日のお祝いありがとうございます。
中村 友彦 君
誕生日のお祝いありがとうございました。
神作 彰 君
創業記念ありがとう。43年目です。

鈴木 洋子 会長・北砂 明彦 直前幹事
本日を含め残り2回となりました。今日はこの1年
間の各委員会の報告をして頂きます。皆様のお力
添えをいただき、ゴールも見えて参りました。本日は
よろしくお願いします。
後藤 定毅 君
誕生日祝いありがとうございます。最近は年をとっ
てちっとも嬉しくありませんが、一年元気だったことを
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