
１）本日は第6グループガバナー補佐 高橋

晃様が、今年度初めての表敬訪問におみ

えです。今年度の抱負など、ご挨拶をお願

いします。

●今日は新年度のご挨拶に伺

いました。来月6日公式協議会

前のクラブ協議会で御座いま

すので、そちらでお話させて

いただきます。

２）9日例会終了後、第2回役員理事会にて

①佐藤会長エレクト、小栁副幹事の辞任

の後任に舘盛会長エレクト、鈴木副幹事が

承認。 委員会構成を会員増強・会員維持

委員長：橋本日吉会員、スマイルボックス

委員長：郡司 守会員、新世代育成委員・

米山奨学会委員：佐藤信夫会員に変更。

②2010～2011年度地区大会実行委員会の副

幹事は舘盛会員から岸 幸博会員に変更。

③梅田直前会長、岸 直前幹事の「ご苦

労さん会」

３）7月10日（金）大和田園ＲＣに表敬訪問。

４）7月13日（月）大和ＲＣに表敬訪問。

５）7月14日（火）第6グループ会長・幹事

会が厚木ＲＣホストで厚木商工会議所で開

催されました。次回7月23日の例会で報告い

たします。

６）7月26日（日）大和阿波踊りで梅田直前

会長のご好意で観覧場所をご用意頂きます。

入江会員が飲物をご用意頂きますので是非

お立ち寄り下さい。

１）上半期の会費127,000円の納入願います。

返金は事務局佐々木さんまで、振り込みは

八千代銀行です。

２）直前会長、幹事のご苦労さん会、本日6

時30分北京飯店にて開催します。

３）食事等の予約がありますので、例会を

欠席される会員は恐れ入りますが前日の12
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時までに事務局までご連絡をお願いします。

●「会員増強・会員維持セミナーに出席し

て」 鈴木洋子会員（代理出席）

Ｒｉ会員組織地域コーディネーター補佐の

服部芳樹氏「ロータリーこの不思議の国」

のテーマでパワーポイントに

よる説明を受け如何に新会員

教育が大切かを再認識しまし

た。ロータリーの理念を遂行

していくに、組織が必要な事、

それを運営する為に規則が必要な事。これ

らは会社経営にも通じると思いました。

休憩後数クラブから事例の発表がありまし

た。そこでは会長が自ら増強の思いを持っ

ているです。親子兄弟での会員であったり。

維持の為に特典を設けたりしているところ

もありました

●前年度より 岸 幸博 前年度幹事

2008～09年度の会計監査報告をさせて頂

きます。

会計監査報告 伊東 英夫 監査役

先週会長、幹事立会いのもと精査し、適

正に処理されておりましたのでご報告申し

上げます。

●親睦活動委員会 伊藤英夫 委員長

◆会員誕生日：北砂 富三君 7月 2日

前回 原嶋賢一郎君 7月 2日

◆創業記念日：髙橋 清 君 7月17日

◆紹介者 藤塚 勝明 次年度地区幹事

本日の卓話者、柚木さんのご紹介をさせ

て頂きます。会長、幹事をの経験者、地区

に出向いていた方はご存知と思われますが、

2780地区事務局ではベテラン方で多くの会

長、幹事がお世話になっております。又、

神奈川湘南ＲＣのチャーターメンバーであ

り、ご自身は嘗ては愛知県のＲ財団の奨学

生としてフランスの方に留学されていたそ

うです。その為何ヶ国語

の語学も御堪能のようで

す。今日は年度の切り替

えでお忙しい中、次年度
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高橋 晃 ガバナー補佐

（海老名ＲＣ） ： 新年度の

ご挨拶に参上しました。大和中Ｒ

Ｃ 髙橋会長、飯田幹事始め会員

皆様の一年間のご活躍を祈念申し

上げます。一年間共に宜しくお願

い申し上げます。

花岡 正 （大和ＲＣ）：

お世話になります。

宜しくお願いします。

髙橋 清 会長 ：①地区事務局

柚木チーフ様、本日はお忙しいと

ころ卓話にお出で下さいまして、

ありがとうございます。②高橋晃

Ｇ補佐お忙しいところようこそ、

会員全員でお待ちしておりました。

③創業記念の祝いありがとうご

ざいます。

北砂 富三 君 ： 柚木さん今

日は、ご苦労さん宜しくお願い致

します。又今日は誕生日祝って有

難う御座います。（喜寿）です。

歳は取りたくないものです。若さ

が欲しいです。

梅田 秀雄 君 ： 高橋ガバナー

補佐、事務局柚木さん よう

こそお出で下さいました。本日は

宜しくお願い致します。

藤塚 勝明 君 ：柚木さん本日

はお暑い中お越し下さいました。

どうぞ宜しくお願い致します。

後藤 定毅 ガバナーエレクト ：

①高橋ガバナー補佐ようこそお出

で下さいました。一年間宜しくお

願い致します。

後藤 定毅 ガバナーエレクト ：

①高橋ガバナー補佐ようこそお出

郡司 守 委員長



地区大会のホストクラブを務めるにあたり

髙橋実行委員長のもと全員が心を一つにし

てあたれるようにしたいと思います。

後程、質問も受けて頂けるそうですので宜

しくお願いします

● 来週がガバナーエレクトのお話でその

前で恐縮しております。私が解ることで皆

さんが納得して頂ければ思いお話いたしま

す。自分自身が関わっている事でお話しま

す。神奈川湘南ＲＣという財団学友による

クラブが出来4年と7ケ月で何とか軌道に乗っ

てきて、来年後藤年度では会長を務める事

になっております。ガバナー事務所の職員

として仕事を始めて16年になります。北砂

さんとはその前にノミニー事務所のお手伝

いをしている時に箱根でライラーがあり、

学友としてお手伝いで参加した時に、ライ

ラーの委員としてご活躍されている時にこ

んな面白い方もいらっしゃるのだなあと、

お話した記憶があります。その後、ご指導

頂き大変勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 国際親善奨学生が1972年で

ロータリーとのお付き合いは37年になりま

す。私にとってロータリーは精神的にもい

ろんな面で師であり、仲間であり本当にそ

この中で溶け込んでいる気持ちでいます。

色々な関わりの中で奨学生として、学友と

して、ガバナー事務所でロータリー全体の

お手伝いをし、そしてロータリアンとして

活動させて頂きました。

この2年半、小沢理事が就

任される時にチーフとして

又、小沢理事の秘書として

お手伝いさせて頂きました。

しかし本当に務まるか不安

で、ＲＩと実際にどう関わっていくのか解

らないので一日に何通も来るメール仕訳、

返信等にも気が抜けなくて夜中に何度もお

電話した事何度もあります。非常に理事は

おうような方で「一生懸命やって駄目なも

のはいいんだよ」と声を掛けてくれました。

何とか無事終わりました。理事は立派に成

果を上げられ退任されましたが、私もホッ

としております。その2年間に、理事召集さ

れるロータリー研究会が2回、会長主催会議

が1回、日本人朝食会が海外で2回あり、そ

の間に理事会が4回あり、その予定表、アド

バンスメモランダム等がメールで送られて
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で下さいました。一年間宜しくお

願い致します。②柚木さん新年度

で大変忙しいところを我がクラブ

に来て下さり、ありがとうござい

ます。楽しく勉強させて下さい。

舘盛 道明 君 ： 柚木様、本

日はお世話になります。先日はバー

ミンガムでは楽しい時間を有難う

御座いました。

岸 幸博 君 ： 本日、北京飯

店で直前会長、幹事のご苦労さん

会を開いて頂き有難う御座います。

一年間ご協力頂き有難う御座いま

した。

郡司 守 君 ：

先週、急にスマ

イル委員長を拝命して困惑してお

りますが、お引受け致しました上

は、皆様の御協力を仰いで成績が

上がりますよう頑張ります。又、

75才オーバーの身です、物忘れも

激しく難しい漢字など読み間違え

多々あると思います。ご容赦下さ

い。

古郡 清 君 ： 高橋ガバナー

補佐、柚木様 本日はご指導をお

願いします。

塙 満子 君 ： 柚木様、お暑

い中お出で下さいまして有難う御

座います。ご教授宜しくお願い致

します。

クラブ会報委員会 中島康次郎君

：試験的ですがブログをアップ

しました。ご覧下さい。

本日 17,000円

累計 80,000円



きて全体がどういう流れなのか理解しまと

め上げるのがしんどい思いでしたが、非常

に沢山のものを得ました。それはいろんな

方とやり取りをする中で自分が出来ない事

は誰かがフォローして下さる。相談に乗っ

て下さる。一緒にする仲間がいる。他地区

からの理事のスピーチのパワーポイントを

頂いて順番の整理や、内容を読ませて頂き

確認させて頂くことでいろいろと教えて頂

きました。ＲＩとも向こうの職員の方たち

も質問に丁寧に答えてくれ、

ＲＩ本部の人間味を感じる事ができました。

この間、国際大会に、このクラブからも

後藤エレクトご夫妻はじめ、藤塚さん、舘

盛さん、石川さん皆さん来て下さって奥様

も一緒に日本人朝食会でお手伝いいただい

たというのは、大変嬉しい思いをしました。

何故この話をしたかといいますと後藤さん

を押し出してガバナーズクラブになられる

訳ですね。これは、このクラブの皆様にも

チャンスだと思います。

来年ですが、やはり準備期間ですからその

構成に携わる方も多くなるわけです。地区

大会に向けてとの表題を頂きましたが、地

区大会もどうやって応援していくか、いろ

んな立場で参加する事は、素晴らしいこと

ができるチャンスです。国際大会も地区大

会も目的は一つです。 会長がメッセージ

を送ってらっしゃいます。表現は若干違い

ますが、その中に、この地区大会における

ロータリー情報の提供や楽しいイベント、

親睦を包括するプログラムを作り上げて下

さい。この機会に参加する皆さんが新しい

友達を作り古い地区との旧交を温め更に新

の奉仕についての理解を深めてロータリー

の輪を広めて頂きたいと書かれています。

ですからホストする皆さんは出席して下さ

る方が、新しい友達が出来た、旧交を温め

られた、今まで知らなかった事、情報を聞

いて良かったな、そう思えるように作って

頂けるとよいと思います。例えば今はパワー

ポイントが発達しておりますから、旨く活

用する。この間の国際大会で感じましたが

凄くシンプルでした。前置きとかがなく、

自然にれいに流れる。新しいアイデアがあ

るのではないでしょうか。いつまでに決め

なければというのは、次の決議にはいりま

すので。早ければプログラムも決めやすい、

また、講演者が決めやすい。

来場された方が楽しんで頂けるのが楽しい

事で、迎える人も気持、ホストである事、

ガバナーズクラブのメンバーである事を楽

しみながらこれはチャンスなんだと感じて

後藤エレクトを支えて頂けたらその後の皆

さんのロータリー人生になるのでは、ない

でしょうか。私は自分の経験で大変だなあ

と思った事がやって良かったと感じており

ますので、地区大会の時もお手伝いさせて

頂きますので、楽しくやらせて頂きます。

国際大会に参加された方は解ったと思いま

すが午前に全体会があり後半に分科会で、

情報を得る場があり、自分たちが聞きたい

事、言いたい事を言える場があります。後

は質問を受けさせて頂きます。

以上
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★大和中クラブ Offブログに質問と「直前

会長、幹事ご苦労さん会」をアップしました。

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

naka-club@mail.goo.ne.jp


