
１）飯田幹事が病気検査を終え本日より例

会出席しました。

２）本日、青少年交換留学生の石川青澄さ

んとお父様がご挨拶に見えました。

◆ホストクラ

ブ、４ホストファ

ミリーも決まり

ました。クラブ

のバナーを15本

と夫々お土産をお持ち願います。

石川さんは8月18日成田よりアメリカに出発

予定です。それでは、お父様、青澄さんご

挨拶をお願い致します。

●石川青澄の父

の石川こうじで

す。 私どもが

初めてこちらに

伺ったのは昨年の9月25日に交換留学の推薦

のお願いに来まして、11月28日交換留学が

決まりお礼にうかがいました。 藤沢の方

で毎月オリエンテーションを行って頂き、

海外留学から帰ってこられたＯＢの方々が

企画してくれ、海外からの留学生の方と歌

舞伎に行ったり、広島の原爆ド－ム、今月

は富士山に行かして頂きました。8月の18日

にアメリカのタクマに行きます。4家族も決

まっております。個人的には個人的プライ

ベート心配な面もありますが、ロータリー

クラブという世界的な組織に守られて安心

しております。 来年の今頃は元気に帰国

報告ができればと思っております。

●前回に伺った時はカナダに行くと言って

おりましたがカナダとアメリカとの国境近

くにあり高校は100年位の歴史があり、授業

も数多くいろんな事を体験できると思いま

す。アメリカに行く時はアメリカの文化を
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吸収したいと思っていましたが、今は日本

の事を伝えたと思いました。はじめは何を

伝えられるは不安でしたが、ロータリーの

行事お陰で日本の良さにも気付いて今は自

信を持ってアメリカで紹介出来るとと思い

ます。ロータリー活動の中でロータリー同

士のつながりが感じられ安心できます。ア

メリカに行っても皆さんの感謝の気持ちを

忘れずに頑張りたいと思います。

３）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。年度初めにつき後藤ガバナー

エレクトも出席されご挨拶を頂きました。

①ガバナー公式訪問について ◆式次第

について提案されました。 ◆当クラブへ

のガバナー補佐公式は8月6日例会日です。

◆ガバナー公式訪問は8月20日例会日です。

終了は14時30分の予定です。 ②第6グルー

プの会長幹事会について ◆毎月第2火曜日

は18時30分より場所は当クラブが決める。

当クラブは10月13日の予定です。 ③がバ

ナー月信について ◆表紙の写真は一ケ

月1グループが担当、風景写真を募集する。

◆奉仕活動の紹介をし

たいので寄稿して下さい。 ④地区大会に

ついて ◆参加できるだけ多く ５）国

際大会について ◆カナダモントリオー

ルで開催されます。2780地区で飛行機１機

チャーターしていくため出来るだけ多くの

会員の参加をお願いします。

４）梅田直前会長、岸直前幹事ご苦労さん

会には多くのご参加有難う御座いました。

５）本日の卓話は後藤定毅ガバナーエレク

トです。ガバナー年度に向けての話、宜し

くお願いします。

１）上半期の会費127,000円の納入願います。

振込は事務局佐々木さんまで、振り込みは

八千代銀行です。来週7月30日までにお願い

します。

２）直前会長、幹事のご苦労さん会の決算

書をお配り致しました。

●出席委員会 上田 利久 副委員長

会員数39名、欠席6名、出席率81.58％

佐藤千壽訳 ポール・ハリスの言葉より

「人物のお役に立つ喜び」その思いを伝え
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河西 正彦（大和田園
ＲＣ）： お世話になります。
本日は宜しくお
願いします。

大谷 徳治（大
和田園ＲＣ）：
久しぶりにお世
話になります。
よろしくお願いします。

古谷田紀夫（大
和田園ＲＣ）：

本日は宜しく
お願いします。

髙橋 清 会長、飯田 豊太
幹事：①後藤がバナーエレ

クト本日、卓話ご苦労様です。
ガバナー年度も間近です。当
年度へ備えてのお話よろしく
お願いします。 ②青少年交
換学生、石川青澄さんとお父
様、本日はお忙しい中ようこ
そお出で下さいました。もう
すがアメリカへ出発です。
健康に注意して勉学に励んで
下さい。

髙橋 清 会長：①過日開催
いたしました。梅田直前会長、
岸 直前幹事ご苦労さん会に
は大勢の会員の皆様にご出席
下さいまして有難う御座いま
した。両人の明日への励まし
の糧となった事と思います。
益々ロータリー活動の指導役
として専念して下さいますよ
うお願います。 ②昭和62年
7月23日に入会して早や22年

目を迎えお祝い頂き有
難う御座います。地域に根ざ
したロータリー活動に更に取
り組んで参ります。

飯田 豊太 幹事： 年度の
初め早々と休んで御迷惑をお
かけしました。たぶん元気に
なったと思います。

後藤 定毅 ガバナーエレク
ト： 石川 青澄さん、いよ
いよ待ちに待った留学ですね。
それもアメリカとか、来年カ
ナダのモントリオール国際大
会で成長された青澄さんに会

郡司 守 委員長

飯田 豊太 幹事



るには、奉仕Serviceより、

お役に立つUsefulness のほ

うが良いのではないか。

●親睦活動委員会 伊藤英夫 委員長

◆会員誕生日：郡司 守 君 7月 24日

◆入会記念日：髙橋 清 君 7月 23日

「ＲＩと地区の現状について」

後藤 定毅 ガバナー・エレクト

最初に我がクラブのR財団への寄付額、米

山への寄付額は、前年度も地区目標を大き

く上回り、担当委員長の努力とみなさんの

支援に関係者の一人として感謝したい。

◆R財団の年次寄付についての情報ですが、

運用の失敗で多大な損失を出しているよう

で、毎年1億ドルを超える金額が集まるそう

ですが、2月の発表では 約2億2,200万ドル

（220億円）、現時点（5月）では1億6,000

万ドル（160億円）の運用損と発表されてい

ます。したがって

この損失拡大で、

R財団プログラム

の縮小が次々に行

われている。教育

的プログラムを順

次縮小し、人道的

プログラムに焦点

を当てる方向では

ないか。またこの7月1日からRIはゾーン編

成による新体制になっているが、日本の会

員減少が深刻だし、地区でも減少傾向が続

いている。日本は近い将来今より5,000人の

会員を増やさないと、今後のゾーン改定で

は、RI理事が日本から出せなくなる危機に

なる。一方日本ではR財団奨学生関係者OBが

多く、かながわ湘南RCに続くクラブが、大

阪、名古屋、福島に誕生しています。

◆地区についてですが、地区会計や地区運

営などの透明性を図るため、山地直前Gが地
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えると思ったのですが、でも
楽しんで頑張って下さい。

梅田 秀雄 君： 先日の会
長、幹事ご苦労さん会では大
変お世話になりました。有難
う御座いました。

岸 幸博 君： 飯田幹事、
お帰りなさい。ホッとしまし
た。 今週の土、日は阿波お
どりです。是非見に来て下さ
い。

古郡 清 君： 後藤さん本
日の卓話を楽しみにしていま
したが、研修のため早退しま
す。申し訳ありません。
石川 健次 君： 飯田幹事、
久しぶりに会えて嬉しいです
ね！ 河西さんようこそ！

入江 公敏 君： 石川 青

澄さん、お父様ようこそお出
で頂きました。いよいよ出発
が近くなりましたね。良い留
学となることを心よりお祈り
申し上げます。

塙 満子 君 ： 最近は歩
き方まで忙しそうな後藤さん、
長距離選手だった頃に戻りそ
うですね。本日は誰も寝られ
ない様な楽しい講義をお願い
します。

鈴木 洋子 君： 後藤ガバ
ナーエレクトの本日の卓話楽
しみに又いろいろ勉強をさせ
て頂きます。

北島 照介 君： 直前会長、
幹事ご苦労さん会の二次会で
ご迷惑をお掛けし反省しまし
た。反省してスマイルします。
（高橋会長ママに宜しく）

郡司 守 君： 誕生日のお
祝い有難う御座います。毎年
この日を境にボールが飛ばな

くなります。最近140Ｙはウッ
ドクラブ使用です。

クラブ会報委員会 中島康次
郎君：前回、柚木さんの質疑
応答と「直前会長幹事のお疲
れさん会」の写真をブログに
アップしました。ホームペー
ジが楽しみです。

本日 22,000円

累計 102,000円



区の諸改革を諮問委員会に提案し、規定を

制度化し、地区大会に提案される予定です。

私も2010-11年度の地区運営では、会員数に

よる地区委員のクラブ推薦とか、地区委員

長の長期化の懸念など、地区委員会委員選

出の基準や明朗化を図りたいと思っていま

す。

◆その他として、ロータリー日本財団設立

が検討され、一般財団法人を設立し、公益

事業の実績を積み、公益財団法人の認定申

請をして、R財団寄付についても税制優遇処

置の適用対象になる努力がされていること、

さらにロータリーカードに加入する人が少

ない、2780地区は、72人、カ－ド会員0クラ

ブが、36ある、スタンダードカードは、年

会費無料、利用金額の0.3％がR財団に寄付

されるし、ポイントの付与で個人の年次寄

付に加算される利点もあるので、この機会

に加入をぜひお願い出来

ればと思います。

以上
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★梅田直前会長のご好意で渡邉園店舗の隣に観覧場をご用意頂きました。

本場徳島の「かもめ連」連長と一緒に

岸会員、入江会員

山崎会員

梅田直前会長、入江会員・渡邉園前にて

古郡会員 大和商工会議

所ブースにて

大和式礼は給水所とお手洗い、

休憩所でお手伝い今年もご協賛有難うございます。

お待ちかね！ 大和中ロータリークラブの

公式ホームページがアップされました。

ＵＲＬは http://www.ynrc.jp/

乞う！ご期待


