
皆様こんにちは今日から一年間会長を務め

させて頂きます。会員の皆様方に御協力を頂

き「親睦と奉仕・広げようロータリーの輪」

をスローガンに会員同士の親睦を中心に奉仕

に力を注いで参りたいと思います。 それで

は、今年度の役員、理事のご紹介をさせて頂

きます。 尚、会長エレクト及び副幹事は後

程させて頂きます。

● 役 員

会長：髙橋 清君・副会長：青柳文四郎君

幹事：飯田 豊太君・会計： 長野 俊八君

会場監督：山崎 賢二君

● 理 事

会員増強・会員維持：鈴木 洋子君

奉仕プロジェクト： 中西 功君

ロータリー財団： 入江 公敏君

クラブ広報： 古郡 清君

直前会長： 梅田 秀雄君

一年間宜しくお願い致します。

◆指名委員会より 梅田直前会長

前年度の6月25日に2010年2011年度の会長、

幹事について指名委員会を開催いたしました。

会長ノミニー：舘盛道明君、幹事ノミニー：

鈴木洋子君が推薦されました。只今、全員の

拍手により承認されました。

◆会長エレクト： 舘盛 道明君

半年が経過し突然ではありますがお引き受

けいたしました。前任の佐藤さんが様々な理

由でお辞めになりましたが高橋清会長のご指

導のもと何とかしたいと思います。 幹事を

お引き受け頂いた鈴木洋子さんは、前年度私

が奉仕プロジェクトを担当しており去年の9

月脳出血で一ヶ月間入院をしている間副委員

長として、力を発揮し職業奉仕委員会をまと

め頂きまして、お願いする事にしました。

髙橋年度の後何とかまとめていきたいと思い

ますので、今後とも皆様のご協力をお願い致
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します。

◆副幹事 ： 鈴木 洋子君

思いもかけずに舘盛会長エレクトより幹事の

命を受け、悩みましたが、微力ながらお役にた

てればと思いお引き受けしました。皆様の御指

導とご協力をお願い致します。

●これより米山奨学金授与致します。

◆奨学生：タンブンティ

ナー・ナッタモンさん

皆さんこんにちは、この

前温かい歓迎会を開いて頂

きありがとうございました。

頂いたお花は綺麗に咲いています。勉強の時間

や空いた時間を有効に使っています。本当にあ

りがとうございました。

◆小野孝男君（東京銀座ＲＣ）

皆さんお久しぶりです。今後は

仕事の関係でお伺いする機会が増

えると思います。昨年の7月から

弁護士法人を立ち上げ総勢で21名になり後継者

も育ちました。以前から言われておりました。

大和での支店も進めており

ます。宜しくお願いします。

●国際大会の行かれた方からインドと韓国のバ

ナーをお届けいただきました。

①2009～2010年度の例会・司

会進行はＳＡＡが担当します。

②大和ＲＣは7月13日、大和田

園ＲＣは7月10日に幹事と表敬訪問します。

①前期会費127,000円の納入をお願いします。

②本日例会終了後13時40分よりこの場所で第１

回クラブ協議会を開催します。

③2009～2010年度のクラブ活動計画書、ポケッ
ト名簿を配布しました。間違いの訂正は幹
事までお願いします。
④前会長、幹事の御苦労さん会を開催します。
7月16日（木）18時30分：北京飯店にて。

●親睦活動委員会 伊藤 英夫 委員長
◆会員誕生日 ： 飯田 豊太君 7月2日

原嶋賢一郎君 7月2日
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小野 孝男君（東京銀座RC）：

久し振りにお伺いしました。多分、

今年度から度々おじゃますると思いま

すが宜しくお願いします。

髙橋 清会長、飯田 豊太幹事：

①2009～10年度 初の例会、会員の皆

様のご協力頂

きまして「親

睦と奉仕、広

げようロータ

リーの輪」を

スローガンにし会員同志の親睦の輪広

げ地域に根ざしたロータリー活動を推

進して参りたいと思います。よろしく

お力添え下さいますよう心からお願い

申し上げます。 ②「親睦と奉仕・広

げようロータリーの輪」私達のロータ

リー年度が始まりました。佐々木さん

と池上さん、川瀬さん宜しくお願い致

します。 ③7月9日の例会に大和ロー

タリークラブ竹田会長、中村幹事、

大和田園ロータリークラブ原会長、広

瀬幹事が表敬訪問に参られます。心、

気持ちよくお迎えくださいますようお

願い致します。 ④7月16日の例会に

高橋 晃ガバナー補佐（海老名クラブ）

が今年度最初の表敬訪問で大和中ロー

タリークラブへお見えになります。快

くお迎えをお願い致します。 ⑤米山

奨学生ナッタモンさん ようこそお出

で下さいました。過日は北京飯店にて

ナッタモンさんの歓迎会にご多忙中お

出で下さり、僅かな時間でしたが楽し

い時間をお過ごし頂けましたでしょう

か。大和中の会員とより交友を深め米

山奨学生として思い出多い一年間にし

て下さい。

髙橋 清 会長： 東慶州ロータリー

クラブ会長離就任式に行って参りまし

た。東慶州ロータリークラブは会員12

0名の大きなクラブであり会員平均年

令45才と若いクラブで、熱気に圧倒さ

れました。頑張らなければと思いまし

た。

髙橋田鶴子夫人： ①大和中ロータリー

クラブの皆様こんにちは、先日東慶州

ロータリークラブ会長離就任式に出席

させて頂きました。スケールの大きい

離就任式におどろきました。これから

も更なる国際交流を大きく進めて行っ

て頂きたいと思います。 ②主人が大

和中ロータリークラブの会長にならせ

て頂きました。役員・理事の皆様をは

じめ会員の皆様のご指導とお力添えを

一年間よろしくお願い申し上げます。

梅田 秀雄君（直前会長）：髙橋会長、

飯田幹事いよいよ出航ですね、あっと

いう間の一年ですから頑張って下さい。

無事の航海を祈っています。

岸 幸博君（直前幹事）： 髙橋会長、

飯田幹事新年度の発足おめでとうござ

います。一年間は結構長いです、頑張っ

て下さい。私はほっとしています。

藤田 重成君： 梅田さん会長職一年

間ご苦労さんでした。高橋 清さん一

年間のご奮闘をお祈りしております。

前原 一男君： ①梅田会長、岸 幹

事一年間ご苦労様でした。気持ちをゆっ

くりして下さい。 ②この一年間髙橋

会長の命に依り恥を晒す事になりまし

た。恥を晒す間は成長も期待も出来る

そうです、頑張ります。

上田 俊久君、中西 功君： 髙橋

清会長、飯田豊太幹事 一年間御苦労

さまです。南林間方面より応援してお

ります。

藤塚 勝明君： 髙橋会長、飯田幹事

の船出を祝します。健康第一に考えて、

一年間ご苦労をお願い致します。

青柳文四郎君： 前年度梅田会長、岸

幹事 大変ご苦労様でした。新年度会

長 高橋さん、幹事 飯田さん今年度

頑張って下さい。

飯田豊太 幹事

舘盛道明 委員長



◆創業記念日 ： 小柳 智裕君 7月1日

2009～10年度 大和中ロータリークラブ
会長就任にあたり 髙橋 清 会長

2009～10年度、大和中ロータリークラブの

会長を勤めさせて頂きます髙橋 清です。

ロータリーの会員としては21年間という長き

に渡り在籍させて頂いておりますが、ロータ

リーアンとしてはまだまだ未熟者であります。

今日の第一例会がこなければよいとずっと思っ

ておりましたが、とうとう今日の日を迎える

ことになりました。 幸いにして女房役の幹

事には飯田豊太君という気心の知れた、人に

やさしい気遣いをする人で幹事にふさわしい

人格者であり大変光栄に思っております。

又、役員・理事の皆様も私よりすべての面で

すぐれた方々であり本当に私は恵まれた者だ

と感謝しております。 そして多くの会員の

皆様のご支援ご協力を頂き一年間楽しく多く

の会員の知恵をお借りして大和中ロータリー

クラブの未来のために全力で精進して参りま

すのでよろしくお願い致します。 昨年度は

梅田秀雄会長、岸 博幸幹事を中心にした「新

たな一歩、そして楽しく、今から、ここから、

自分から」をクーゲットと揚げられ、素晴ら

しい、立派な功績を残されました。 大和中

ロータリークラブの長い歴史の一ページに刻

みこまれました。

お二人の力強い指導力を今年度にお力添えを

頂きますことをお願い申し上げます。

さて、2009～10年度の国際ロータリー ジョ

ン・ケニー会長のテーマは「ロータリーの未

来はあなたの手の中に」です。

これは一人ひとりのロータリーアンがロータ

リーとその理想に対して責任を担っているこ

とを、今一度、思い起していただくことです。

この責任を果すために、ロータリーの未来へ

のロ－ドマップとなる国際ロータリーの2007

～10年度長期計画は、世界中のロータリーア

ンが決めた７つの優先項目によって構成され、

これからのロータリーにとって重要な課題を

取り上げております。今年度はこの計画を実

行に移し力を合わせて目標に達成できるよう

クラブで頑張って欲しいと言っておられます。

それでは７つの目標は、①ポリオ撲滅のため

他団体との連携を重視して撲滅に取組む。

②ロータリーの認識を深めるため公共情報キャ

ンペーンに取組む。 ③四大奉仕部門の協調

増大に取組む。 ④質的・量的にかかわらず

会員組織の拡大に取組む。 ⑤職業奉仕への

強い取組み。 ⑥指導者・青少年の指導的才

能を最大限活用に取組む。

⑦国際ロータリー長期計画を

３年毎に見直しに取組むを目

標に揚げております。私達は
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後藤 定毅君： 髙橋会長、飯田幹事

の船出を祝してスマイル！ 7/1から

ガバナー懇親会などに出ておりまして

大事なクラブの新年度第一例会に出席

できずすみません

番 桂柳君： 旧会長、幹事大変お疲

れ様でした。新会長、幹事お世話様で

す。

橋本 日吉君： 髙橋 清会長、飯田

豊太幹事、本日より出航ですね。一年

間頑張ってください。東慶州RCとの益々

の良好な信頼関係構築の為、姉妹クラ

ブ友好担当として頑張りますので宜し

くお願いします。

（ＳＡＡ）山崎 賢二君、入江公敏君、

岸 幸博君： 高橋会長、飯田幹事

一年間宜しくお願いします。

鈴木洋子君： 髙橋 清会長、飯田豊

太幹事 一年間宜しくお願い致します。

石田 忠良君： 髙橋、飯田丸の船出

御目出度うございます。一年間の無事

の航海をお祈りします。

神作 彰君、古郡 清君、長野俊八君、

前原一男君： 髙橋会長、飯田幹事の

晴れの門出を祝って… 一年間健康に

気を付けて下さい。

入江公敏君： 梅田会長、岸 幹事一

年間ご苦労様でした。高橋 清会長、

飯田豊太幹事、ロータリー財団、ＳＡ

Ａとして頑張ります。宜しくお願いし

ます。

前年度親睦活動委員会： 前年度は大

変ご協力頂きましてありがとうござい

ました。最後の入会、創業記念お祝い

会の残金をスマイルします。尚、当日

は後藤さん、藤塚さん、舘盛さん、石

川さんより寄付を頂きました。お礼申

し上げます。

親睦活動委員会一同： 本年度一年よ

ろしくお願い申し上げます。

横澤 創君 ：髙橋 清会長、飯田豊

太幹事のご活躍を祈念いたします。楽

しい一年でありますように。

松崎正実君： 髙橋 清会長、飯田豊

太幹事 年度の門出を心よりお祝い申

し上げます。会長・幹事がその職を楽

しんで活動して頂ければ、会員も楽し

めるクラブになると思いますので、気

軽にのんびりやって下さい。

クラブ会報委員会 中島康次郎君、石

川健次君： 会報を見易くシンプル且

つ、各会員の意が伝わり易い方法をす

すめます。今後将来にあった内容、形

を表現していきます。

スマイル掲載は順不同です。

ス マ イ ル ②

本日 53,000円

累計 53,000円



この７つの目標遂行のため会員全員で協力し

て参りたいと思います。

さて、第2780地区の奥津光弘ガバナーの方

針は国際ロータリー ジョン・ケニー会長の

テーマ「ロータリーの未来はあなたの手の中

に」を基本理念として、ポリオ撲滅・会員増

強・純増１名・水、保健と飢餓救済・識字率

向上・ロータリー財団180ドル以上の寄付・職

業奉仕への最認・青少年への奉仕・米山奨学

金へ1人2万円以上の寄付・ロータリーヘの公

共イメージの向上を取り上げられ、ロータリー

ヘの尽きぬ思いとロータリーの情熱を再認識

して欲しいと熱く語られております。

それでは次に当クラブの運営方針について

述べさせて頂きます。ロータリー誕生のその

原点に戻って今一度ふり返ってみますと、20

世紀初頭のシカゴの街、青年弁護士ポール・

ハリス。友人３人と語らって仕事の付き合い

が親友関係に発展、仲間を増やしたいと思い

ロークリークラブという会合を考えました。

そして1905年2月23日ロータリークラブが誕生

して、早々104年を迎えました。そして今や33

000近くのクラブ。 120万人の会員。世界的

組織にまで成長してきました。我がクラブも

創立32年目を迎えます。人間でいえば働きざ

かりであり中堅であり日本を支える年齢であ

り中心的存在の年となります。そんな思いで

ロータリーの創立時を思い起して創立原点に

戻って、しっかりと現状を認識して、これか

ら何を目指して活動するのかをみきわめる絶

好のチャンスであると思います。私のターゲッ

トは「親睦・奉仕。広げようロータリーの輪」

です。会員同志の親睦を深めると共に多くの

奉仕につなげてロータリーの輪を広げて参る

ことに意義があると思います。当クラブの長

い歴史の中で青少年の健全育成に力を注いで

参りました。その子供たちが未来を担うため

にはクラブが更に育成に取り組んで参りたい

と思います。会員の減少がささやかれ歯止め

のきかない状況の中でロータリーアンも年々

高齢になってきています。このような情勢の

中で会員増強・純増1名以上は確保して参りた

いと思います。親睦こそがロータリーの精神

を生かした理念であり、親睦が友情の輪を広

げ、深め、そして拡大することにより会員増

強・会員維持につながるものと信じておりま

す。各委員会活動につきましては、それぞれ

の委員会の委員長さん始め委員の方々で綿密

に活動計画を立案されました活動計画に沿っ

て実行に移して参りたいと思います。

国際奉仕活動のつきましては従来東慶州ロー

タリークラブとの交流を更に密にしてよりよ

い国際関係を深め更によりよい関係を構築し

て参ります。

次年度は後藤定毅ガバナーが誕生します。ガ

バナーズクラブとして前年度は重要な年にな

ります。ガバナー年度が成功するか、しない

かは今年度にかかってくると思います。この

重要な役割の使命を担っております会員皆様

のご協力をお願いします。そして今年度は国

際大会がカナダ・モントリオールで開催され

ます。後藤定毅団長のもと一人でも多くの会

員に参加頂き国際大会の成果を期したいと思

います。寄付につきましては誠に申し訳ござ

いませんがロータリー財団寄付1人180ドル以

上。米山奨学金寄付は1人2万円以上のご協力

をお願いしたいと思います。 最後になりま

すが、心に残る人生の名言。イギリスの政治

家1940～1945。 1951～1955在任されました

イギリス首相ウィンストン・チヤーチルは

「人は得ることで生活を営むことはできるが、

人に与えることで真の人生を生きることがで

きるのだ」と心に残る人生の名言を残されま

した。

私たちロータリーアンも人の心に残る真の人

生を生きることができるよう努力して参ろう

ではありませんか。私は今ロータリークラブ

の会長というご職を与えられた事に対して深

く感謝しております。二度とないこの会長の

職を今までロータリーで学んだこと、地域社

会で培って学んだことをこの会長の職に全力

投球して身を粉にしてロータリー活動を中心

にした一年にしたい。侮いのないロータリー

活動に専念して参りたいと存じます。どうか

会員皆様のご指導ご鞭撻をお寄せ下さいます

ようお願い致しまして会長就任の挨拶と致し

ます。

飯田 豊太 幹事
会長の方針にそって着実に活動を展開する

ための御協力を皆様一年間宜しくお願い致し

ます。
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★第1回クラブ協議会の内容はクラブ活動計画
書をご参照願います。
※32頁… 副委員長は入江敏会員に、※33頁…
次世代⇒新世代に以上訂正お願いします。

クラブ会報用のブログを開設しました。

http://blog.goo.ne.jp/naka-club/

naka-club@mail.goo.ne.jp

naka.nakajima@gmail.com

ログインは naka-club です。


