
本日は飯田幹事が検査入院のため、岸

直前幹事にお願いしました。

①本日は、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、廣瀬幹事さんが表敬訪問

においで頂きました。

●大和ロータリークラブ 竹田会長、中

村幹事 ： こんにちは、大和ロータリー

クラブの会長の竹田と

幹事の中村さんです。

私はロータリーを15年

以上やっておりますが、

これまであまり熱心と

はいえず、高橋会長、

原会長のように幹事を経験しておりませ

ん。皆様のご協力を宜しくお願いいたし

ます。

●大和田園ロータリークラブ 原会長、

廣瀬幹事 ： こんにちは、年度の初め

で、ご挨拶に伺いました。3月に藤沢で会

長研修センター”ペッツ”があり、帰り

に3会長で打ち

合わせをし前年

からの引き継ぎ

事項申し送り等

の確認をし、大

和3クラブ結束を固めで楽しい催しを行い、

奉仕の機会を持つ、大和田園ローターリー

は次年度に佐々木達郎さんが副幹事、地

区大会実行委員長に栗城 博さん、会計

監査に小林 貢さん決定し後藤ガバナー

年度には団結して協力体制をとろうと思

います。

②古郡会員の紹介で株式会社勝山工務店

社長 市原様がお見えです。

③第6グループ会長、幹事会が厚木ロータ

リークラブホストのもと、7月14日（火）
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午後6時30分厚木商工

会議所で開催されま

す。飯田幹事と出席

して参ります。

④本日はクラブ管理

運営についてのクラ

ブフォーラムです。

⑤米山学友主催のク
リーンキャンペーン

が7月11日（土）9時30分より江ノ島海岸
で開催されます。終了後、親睦交流を深
めるためバーベキュー大会が行われます。
参加してきます。

①上半期の会費127,000円の納入願います。

②直前会長、幹事のご苦労さん会を7月16

日（木）6時30分北京飯店にて開催します。

③本日例会終了後、定例役員・理事会を

この場所で開催します。

④ロータリーレートは1＄98円です。

●出席委員会 上田 利久 副委員長

久し振りにひな段からの出席報告・・・

追悼の思いの中で 佐藤千壽訳「最良

のクラブとは 最高の出席率を維持する

クラブである」ポールハリスの言葉 148

9回、会員数39名、出席率83.87％、丁度

良い出席率かな？

●親睦活動委員会 伊藤英夫 委員長

◆ 前回の会員誕生日：

原嶋賢一郎会員 7月2日

入会記念：後藤定毅 ガバナーエレクト

（55年7月）です。

● 雑誌委員会 髙橋 政勝 委員長

「ロータリーの友」の記事

について

７月号のロータリーの友

の内容について、お話をい

たしました。ＲＩ会長の紹

介、ロータリーの友の表紙について等話

しました。

● 新世代育成委員会

「2009～10年度 派遣学生結団式につい

て」 入江 公敏 カウンセラー

7月4日（土）、藤沢産業センターにて、
派遣学生結団式が行われ出
席しました。当クラブがス
ポンサーをしております県
立大和西高校の石川青澄さ
んは力強い意欲のこもった
スピーチを行っておりまし
た。尚、留学先のカナダか
らアメリカに変更されまし
た。7月23日の例会にはお父様とご一緒に
ご挨拶に来られますので宜しくお願い致
します。
●RI・地区情報

後藤 定毅ガバナー・エレクト

①私どものクラブの創立時ガバナーであ

られた細谷実パストガバナー（藤沢北RC

名誉会員）が、6月8日夕方お亡くなりに

なられたそうです。チャータメンバーの

方々は往時を偲び格別の思いがおありと

存じます。謹んでご冥福をお祈りいたし
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たいと思います。昨年暮

れ蔵並さん、今回細谷さ

んという当時の地区の二

人の指導者が亡くなられ、

改めて我がクラブの歴史

を感じました。

② 7/1ガバナ－懇談会が東京で行われ、

日本全国（１～３ゾーン）、広くは北海

道、沖縄、グァムのガバナー、ガバナー

エレクト、そしてパストガバナーが集ま

り自己紹介等をして、最初の研修会に参

加、そして7/2にはやはり全国の地区ロー

タリー財団委員長も加わり、RIのロータ

リー財団の現状を勉強しました。RIが二

億ドルを超える運用損を出している衝撃

的な話も聞きましたが、その詳細は7/23

の私の卓話にいたします。

大和ロータリークラブ 竹田 栄 会長、

中村 守 幹事 ： 本日は表敬訪問に

来ました。一年間なにかとお世話になり

ます。宜しくお願いします。

大和田園ロータリークラブ 原 宣幸

会長、廣瀬 勇 幹事 ： 年頭に当た

り、ご挨拶にお伺いしました。髙橋会長、

飯田幹事さんの船出おめでとうございま

す。一年間楽しく努めましょう！！ ご

指導宜しくお願いします。

髙橋 清会長、飯田豊太幹事 ：①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、

廣瀬幹事 ようこそお出で下さいました。

親睦と奉仕に力を注ぎ、地域に根差した

ロータリー活動をしロータリーの輪を広

げ三クラブで夢実現のため宜しくご指導

お願いします。 ②本日の卓話の時間は

「クラブ管理運営について」のクラブフォー

ラムです。青柳文四郎クラブ運営委員長

よろしくお願い致します。

後藤 定毅 ガバナーエレクト ：①大

和の竹田会長、中村幹事、大和田園の原

会長、廣瀬幹事ようこそ、一年間楽しく

過ごして最後に美味しい酒を飲んでくだ

さい。 ②直前年度の最終と新年度の最

初の例会をロータリー職務で欠席してし

まい申訳ありません。暫くぶりの皆さん

が若々しく新鮮に見えます。 ③入会記

念の祝いをいただきありがとう！ 約29

年前のことになりますが、同期は髙橋

政さんだけになりました。

古郡 清 君 ： 竹田会長、中村幹事、

原会長、廣瀬幹事ようこそいらっしゃい

ました。よろしくお願いします。

横澤 創 君 ： 毎日 梅雨空が続き

うっとうしいですね。来週の会長、幹事

ご苦労様会はどうしても都合がつかず欠

席します。梅田、岸両君お疲れ様でした。

クラブ会報委員会 中島康次郎君 ：

第１号を発行させて頂きました。いつも

の事ですが、日付等、間違えておりまし

た。前回はスマイル等が多かったですが、

４ページに納めさせて

頂きました。

クラブ管理運営委員会

青柳文四郎 委員長

ＣＬＰ方式によりクラブ管理運営部門

によって計画を立て実行継続するロータ

リーの友に掲載されています苦しいとき

のクラブ運営経済的に過酷な時期のクラ
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ブ活動寄付の集め方

会員増強会員維持

①ロータリークラブ

の会員になる利益を

力説する ②職業奉

仕を心にとめる ③

資金面で後援者 ④

例会の食費を安くする ⑤短期間な奉仕

プロジェクトを見つける ⑥費用のかか

るイベントを縮小するか中止する ⑦前

向きでいる

百年に一度と云ふ此の不況の中、各事

業所の中年層を勧誘することが難しくど

うすれば会員増強につながるかを考える

事が肝要であります。各委員会の委員長

さん方のご協力によって中クラブが発展

する様頑張っていきたいと思います。

「7/9：クラブフォ－ラム」 後藤定毅

まだ今年度のクラブ活動をよく拝見し

てないのですが、RIがクラブにCLPを推奨

しているのは、会員数に組織を合わせ、

時によっては、簡素

化し、クラブがただ

漠然と昔のままの委

員会を作って、同じ

人がいくつも役を兼

務しないようにした

りして、クラブが元

気になることを願っているからだと思い

ます。たとえばクラブ管理運営委員会の

もとで、必要なプログラムや親睦、会報、

スマイルなどの委員会をみんなで担当す

るとか、奉仕プロジェクトでは、我がク

ラブでは職業奉仕を担当する委員長が、

社会も国際も新世代育成もでしょうか、

全体的にとらえて担当の方々と活動をし

ていくことを考える、要は五大常任委員

長が主体的に傘下の担当を含めた委員会

の責任を負って、委員のみなさんと活動

を計画し実践し、クラブを元気にするこ

とが必要なのではないでしょうか

プログラム委員会 塙 満子 委員長

身近にいらっしゃる

素晴らしい卓話者を見

つけ出そうと思ってい

ます。文化的雰囲気が

流れる時間が造れれば

良いと願っています。

親睦活動委員会

伊藤 英夫 委員長

今年度は緊縮財政でありますが、そこ

中で応じたものをしていきたい。

スマイル委員会 舘盛

道明 委員長

スマイルがなければ始ま

りませんので宜しくお願い

いたします。
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★大和中クラブ Offブログをアップしました。

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

今後に計画中のホーム

ページにＬＩＮＫ掲載

が可能なＰＤＦファイ

ルに変換しました。

プログラム委員会

メンバー


