
●宮城県で発生致しました。口蹄疫の被害

を受けてガバナー会より「地域に育むロー

タリー」の立場より支援のご協力が来まし

た。東国原知事が非常事態を宣言し全国に

波及しないよう努力しております。

●拉致被害者家族連絡会への支援金の寄付、

ガバナー会では100円の募金をお願いします。

●本日は第7回クラブ協議会を開催します。

各委員長さんは一年間の活動報告をお願い

致します。

●本日例会終了後定例の理事会を開催致し

ます。理事役員の方はお集まりください。

●本日第7回クラブ協議会です。年度の終わ

りに当たり、活動報告をお願いします。

●口蹄疫被害救援支援金・拉致被害者家族

連絡会への支援金について募金箱を回しま

すのでご協力をお願いします。

●親睦活動委員会 伊藤 英夫 委員長

◆会員誕生日 後藤 定毅 君 6月11日

寺田 五六 君 6月14日

◆入会記念日 横澤 創 君 6月13日

◆創業記念日 神昨 彰 君 6月10日

皆様のご協力を頂きまして一年間が無事

終わろうとしています。「親睦と奉仕、広

げようロータリーの輪」をスローガンに掲

げご協力をいただいて参りました。

・未来を担う青少年に夢を

・会員増強・純増1名以上を

1

司 会 ＳＡＡ・岸 幸博

斉 唱 「我らの生業」

ソングリーダー 松崎正実

ビジター 竹原繁男（二宮ＲＣ）

欠席者６名 小菅・岩松・古郡・長野

・梅野・塙
以上敬称略

一年を顧みて・年間報告

（会長、幹事）

とりやめ例会

38名 25名 88.24％ 85.29％ 7名

6月 17日

髙橋 清 会長

１５３８

http://www.ynrc.jp/

6月 24日

平成22年 6月 10日第1533 例会

飯田 豊太 幹事



・地域のニーズに根差した奉仕を

・国際大会に更なる充実を

・ガバナーズ年度への協力

・国際大会（カナダ・モントリオール）へ

の参加協力

ロータリー財団寄付1人180＄以上の協力を

・米山奨学会寄付1人20,000円以上の協力を

上記のご協力を頂きました。

各委員長より活動報告をお願いします。

会 計 より

【代理】飯田 豊太 幹事
会計は順調に推移しております。

本年度の繰越金は概ね50万円程度

と見込まれます。

クラブ管理運営委員会

青柳文四郎 担当委員
活動方針：当クラブもＣＬＰ案を

採用して各委員会独自の計画を立

て実行しました。

実施計画：副会長として会長の方

針に沿って各委員会に協力しまし

た。

クラブ会報委員会 委員長 中島康次郎

石川 健次 副委員長、古木 勝治 委員

実施された例会及び行事を会員の皆様に

伝わり易くを目標にして参りました。スペー

スを限定して作成しました。最終確認が足

らず何度も不明確な表現がありご迷惑をお

掛けしました。改善をして参ります。

プログラム委員会

原嶋賢一郎 委員

当委員会は今期は、皆様

のご協力により、予算も使

わず計画通りに行いました。

親睦活動委員会
伊藤 英夫 委員長

当初の計画も会員各位の
参加の元、相互の親睦も計

り家族皆様とも楽しい一時
を過ごし市内3クラブ合同
企画も有意義で年に一度位

これからも継続した方がい
いと思います。

スマイルボックス委員会
郡司 守 担当委員長

年度の収入予算の約85％程度の成績で
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竹原 繁男 君（二宮ＲＣ）

よいお天気で御座います。7月より横浜北ロー

タリーに移ることになりました。年

をとってもジプシー生活は変わりま

せん。今日は宜しくお願い致します。

女房の友人の佐々木さんが引退との

こと、ご苦労様でした。

髙橋 清 会長、飯田 豊太 幹事

竹原さんようこそお出で下さいました。今日は

ゆっくりと例会を楽しんで下さい。

髙橋 清 会長

本日の例会第7回クラブ協議会です。年度を振

り返っての活動報告です。次年度へ参考になるよ

うお願い致します。

舘盛 道明 君

竹原君 ヨウコソ！

後藤 定毅 ＧＥ

①竹原さん ようこそ！ クラ

ブ移籍とのこと、大和、二宮、

そして」大都市横浜の北クラブ

にホップ、ステップ、ジャンプ

のロータリー生活充分に楽しん

で下さい。体にも気を付けて。

②誕生祝いをありがとうございました。時の記念

日の一日遅れの誕生日です。また一年間仲良くお

付き合い下さい。

横澤 創 君

入会記念日を祝っていただき

ありがとうございます。石の

上にも3年と思っていましたが、

早、19年がたちました。

神作 彰 君

創業記念ありがとうございま

す。もうすぐ廃業です？

郡司 守 委員長

本日 10,000円

累計 787,500円



年度を終了しようとしています。力不足
でした。

出席担当
上田 利久担当委員長

出席無くしてロータリー無

し … なんちゃって …

私も若い頃は意気盛んに東京

西ＲＣなどへ出掛け丹下さんの隣にて緊張

しましたが、一生忘れられません。皆さん

も若い内です。冒険しては！！

会員増強会員維持委員会

橋本 日吉 委員長
「親睦と奉仕。広げようロータリーの

輪」を基にロータリーを少しでも多くの

人に知ってもらえるよう努力しました。
3分間サロンを設け新人の方に理解して
もらえるようにしましたが、若干尻すぼ

み加減になってしまいました。

職業分類担当 郡司 守 担当委員長
職業分類委員会の必要性を

投げかけてきましたが、増強

のペースが上がらない現状で

は活動の余地が有りませんで

した。

会員選考担当 藤塚 勝明 担当委員長
今年度に限った事では無いのですが、入

会希望者の減少という現実の中で、結果と

して会員選考の職務としての活動が、殆ど

無い状態でありました。是非、仕事量を多

くして困るくらいの状況が来れば良いと願っ

ているとこでございます。

会場監督（ＳＡＡ）
山﨑 賢二 委員長

奉仕プロジェクト委員会
中西 功 担当理事

組織の簡略化を計る為、所属委員会を
担当委員会としました。またそれに伴う

実践力の低下は各委員会の相互協力によっ
て補いました。

職業奉仕担当委員会 中西 功 委員長
社会奉仕、国際奉仕、新

世代育成委員会との共催で
交通安全教室を行いました。
また職業月間には、倫理法

人会の山﨑氏を御招きし、
職業倫理とその実践につい

ての卓話を頂きました。

社会奉仕担当委員会

神作 彰 委員長
交通安全教室を通じ安全

とマナーの勉強をした。ま

た5月30日には大和3クラブ
でゴミ拾いをし、全員でバー
ベキュー大会を行った。

国際奉仕担当委員会
横澤 創 委員長

①カナダ・モントリオール国際大会には、

多数の会員及びご家族の参加を頂き、有
難うございます。
②昨年よりの懸案、継続事業であります

インドネシア・ボゴール市
一帯の兎唇・口蓋裂患者の
手術の為のマッチングラン

ド事業を東慶州ＲＣと合同
で行いました。

③姉妹クラブ友好委員会と
連携し、国際交流、国際親善に寄与致し
ました。

④全体としては力不足で皆様には大変ご
迷惑をお掛けしました。

姉妹クラブ友好担当
橋本 日吉 担当委員長

今年度で28年の友好姉妹関係が過ぎよ

うとしています。11月13日一泊二日で「日
光鬼怒川一泊合同例会」を

開催しました。双方にとっ
て良い思い出となりました。
先週今年度の総括と今後の

あり方について、フォーラ
ムを開催して頂きました。
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次年度への改善点等を申し送りひきつい
で行きたいと思います。相互の友好関係

が、お付き合いをベースにして、未来永
劫良好関係で続けます様、皆様の御理解
を宜しくお願い申し上げます。

新世代育成担当委員会 石川 健次
副委員長 小栁智裕、委員 古木勝治

シャーリーランハム小学校と市内小学
校の交流を含めた交通安全

教室を実施しましたが、結
果的に市内小学校は参加し
ませんでした。奉仕プロジェ

クトの一員なので、単独事
業にならず他の委員会との

相乗りになった事が盛り上がりに欠けて

要因と思います。ＣＬＰのマイナス面か
もしれません。

ロータリー財団委員会

入江公敏 担当理事

プログラムへの積極的な」

財政貢献」を通じ、財団に支

援する活動を実施致しました。

ロータリー財団目標について

は＄7020にたいして＄7020と目標を達成す

る事が出来ました。またベネフェクター1名

の目標も達成できました。会員への教育と

して竹内パストガバナーをお迎えしロータ

リー財団について奉仕に対する講義を頂き

ました。

米山奨学委員会

藤田 重成 委員
ロータリークラブ成立時の社代会長と

して非常高く崇厚な貢献を

されたことを記念して米山
様の志を継承しようとする
運動で我がクラブも創立以

来貢献して来ております。
年度もあと一回の例会があ

りますので、まだ寄付をなさっていられ
ない方は、是非お願いします。

クラブ広報委員会 古郡 清 担当
理事

「クラブ協議会 年度終了にあたり」
クラブ活動を会員や地域の人々に知ら

せるのが広報委員会の役割です。小委員
会や他の委員会と協力して広報活動をし
ました。内容としてはシャーリーランハ

ム小学校、深見小学校の生徒を対象とし
て交通安全教室を開催した状況をタウン
誌に掲載して頂きました。

広報・雑誌委員会

髙橋 政勝 委員長
活動方針：主にロータリーのともにより
身近雑誌として親しく購読

が出来、そして知識を得る
ようにしたいと計画しまし
た。

実施内容：例会に毎月発行
の「ロータリーの友」の内
容を簡単に説明を行った。7回実施。

「ロータリーの友」に投稿は出来なかっ
た。投稿する記事がなく残念でした。

（マッチンググランドについて投稿した
いと希望していましたが現地に行ってい
ません）

ＩＴ担当 山﨑 賢二 担当委員長

ロータリー情報委員会 梅田 秀雄
例会出席と各種行事への参加の義務と

いう事で、前半に会員増強委員会担当の

30分サロンの中で、特に新会員の方々に
その意義をお伝えしました。後半は卓話
の時間をいただき行うつもりでしたが、

中々きっかけがつかめず
今日に至ってしまいまし

た。集めた資料は次年度
に引き継ぎたいと思いま
す。

以上
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