
いよいよ7月1日です。今年度の最初の例会で

会長就任ですが、本来なら別の方でしたが、受

けるからには一生懸命やって楽しもうと思いま

す。ＲＩレイ・クリンギンスミス会長の「地域

を育み・大陸をつなぐ」のテーマはこれだけ聞

くと解ったような解らないようなテーマである

と思います。私のテーマとして親睦は「明るく

楽しく」奉仕は「心豊か」を掲げさせて頂きま

した。

私の思うロータリーは第一としては明るく楽し

く例会を行え、奉仕には心豊かにみんなで心ひ

とつにして育ことが大切と思います。是非皆様

のご協力をお願い致します。

●厚木県央ＲＣより2780地区第6グループのＩＭ

開催のお礼状とDVDが届いております。

●宮崎口蹄疫被害と北朝鮮拉致被害者支援に対

しての礼状が届きました。

●7月22日（木）パスト会長、幹事の御苦労さん

会を鮒忠にて行います。

●藤原事務局員の勤務は月曜日、水曜日が10時

～14時、木曜日が10時～16時です。

例会を欠席される場合は事務局に前日の10時～1

4時にご連絡願います。当日の場合は幹事まで必

ずお願いします。

●雑誌委員会 古郡 清 委員長

毎月ロータリーの友の記事を紹介していきま

す。

横組みP5：レイ・クリンギンスミスＲＩ会長の

メッセージが掲載。

P32：第2780地区後藤ガバナーの紹介記事が北砂

さんの執筆で掲載。

P41：座間中央ＲＣの西田ロータリー

文庫運営委員長がＲ文庫の資料を

紹介。

縦組P2：松下電器創設者の松下幸

之助の事が掲載。
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舘盛 道明 会長

鈴木 洋子 幹事

１５４０

7月 15日

7月 8日

38名 28名 87.50％ 94.29％ 7名

平成22年7月 1日第1535 回例会

司 会 ＳＡＡ・岸 幸博君

斉 唱 「君が代」・「我等の生業」

ソングリーダー 中西 功君・上田利久君

欠席者 ８名 北島君、梅野君、後藤君、

小柳君、橋本君、小菅君、

長野君、 君

クラブフォーラム「クラブ運営について」
クラブ管理運営委員会

「地区大会について」
地区大会実行委員長

高橋直前会長・飯田直前幹事 ⇒ 鈴木幹事・舘盛会長



●地区ゴルフ大会実行委員会

郡司 守 実行委員長

地区ゴルフ大会実行委員会を次々

週7月15日（木）例会終了後開催し

ますので、委員の方々はご出席願

います。

●親睦活動委員会 青柳文四郎 委員長

◆会員誕生日 飯田 豊太 君 6月11日

原嶋賢一郎 君 6月14日

◆創業記念日 小栁 智裕 君 6月10日

「就任にあたり」
舘盛 道明 会長

2010～2011年度大和中ロー

タリークラブ いよいよ、

私たちの新たな例会が始ま

りました。会長の舘盛道明、

幹事の鈴木洋子君、

そして

副会長 神作 彰 君

会長エレクト 石川 健次 君

会計 飯田 豊太 君

会場監督ＳＡＡ 岸 幸博 君

以上役員です。 そして

会員増強・維持 入江 公敏 君

奉仕プロジェクト 梅田 秀雄 君

ロータリー財団 郡司 守 君

クラブ広報 山﨑 賢二 君

副幹事 橋本 日吉 君

直前幹事 髙橋 清 君

以上が今年度大和中ロータリークラブを運営

する役員・理事の皆様です。

そして今年度の後藤定毅2780地区ガバナー、

それを支える藤塚勝明幹事、地区の運営に関わ

るスタッフは

ガバナー 後藤 定毅 君

地区幹事 藤塚 勝明 君

副幹事 石川 健次 君

地区資金委員長 古郡 清 君

地区会計 横澤 創 君

地区大会実行委員長 髙橋 政勝 君

地区大会幹事 山﨑 賢二 君

大和中クラブ38名メンバーはクラブ運営を中

心に、それでも私たちはクラブ運営のテーマは

「明るく・楽しく・心豊か」をモットーに、心

をこめて創立33年歴史あるクラブの伝統を汚す

ことなく、此の１年間舘盛・鈴木年度の運営の

ご協力を申上げるものです。

2010国際ロータリー年次大会がカナダ・モン

トリオールで開催されました。大和中ロータリー

クラブよりオンツーモントリオール委員長 後

藤ガバナーエレクトの下

後藤 定毅会員、 後藤 久子令夫人

後藤 歩 ご令嬢

力石 さん 、 力石さん奥様

藤塚 勝明 会員、 藤塚 昭子 令夫人

石川 健次 会員、 石川小百合 令夫人

梅田 秀雄 会員、 山﨑 賢二 会員

岸 幸博 会員、 塙 満子 会員

舘盛 礼子 家内、 舘盛 道明 以上15名が

参加して参りました。

6月19日成田17：00トロント便

6月24日15：00成田着 全員無事帰宅

今回の国際大会の意義は深く、

6月20日18：30～21：00

開会本会議に全参加者出席

6月24日13：45～15：15

会長エレクトの為のセッション

15：45～17：15

レイ・クリンギンスミスＲＩ会長エレク

トの2010年度計画の話をしておりました。

その時の出来事、クリンギンスミス会長と挨拶・

握手が出来事、2590地区のガバナー川野正久ガ

バナーがＧＥＴＳに参加した事によるものです。

「幹事就任にあたり」 鈴木洋子 幹事

この度第34代舘盛会長年度の

幹事を1年間務めさせて頂きま

す鈴木洋子です。就任までの準

備期間中にはいろいろとありま

したが、皆様に助けて頂いて何

とかこの日を迎える事が出来ま

した。後藤ガバナー年度であり

地区大会等の大事な行事がありますので、大役

が務まるかが心配ですが、舘盛会長のもと、足

を引っ張らないよう気を付けて参りたいと思い

ます。どうか1年間御指導、御協力をお願い致し

ます。

尚、内容詳細はクラブ活動計画書をご参照願い

ます。

会 計 飯田豊太 担当理事

クラブ管理運営委員会

神作 彰委員長

クラブ会報委員会 中島康次郎委員長
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プログラム委員会

中西 功 委員長

親睦活動委員会

青柳文四郎 委員長

スマイルボックス委員会

松崎正実 委員長

出席委員会

番 桂柳 副委員長

会員増強委員会

入江公敏 委員長

職業分類委員会

上田利久 委員長

会員選考委員会

長野俊八 委員長

会場監督（ＳＡＡ）

岸 幸博 正監督

奉仕プロジェクト委員会

梅田秀雄担当理事

職業奉仕担当委員会

高橋政勝 委員長
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舘盛 道明 会長

7月1日です。年度の変わりです。本年度会員の

皆様のご協力がなければ運営がうまくできません。

ご協力をお願い致します。

鈴木 洋子 幹事

1年間宜しくお願い致します。

後藤 定毅 ガバナー

舘盛会長、鈴木幹事！ご就任おめでとうござい

ます。会長の決断、幹事の気配り、明るい楽しい

年度を期待しています。ガバナー会の為大事な船

出に出席できません。遠くから見送ります。頑張っ

て下さい。

髙橋 清 君

舘盛、鈴木年度の無事の航海を祈願致します。

飯田 豊太 君

①本日より出航 舘盛、鈴木丸ゆっくり、のんび

り、やりましょう。

②誕生祝い 有難う

御座います。

梅田 秀雄 君

①後藤ガバナー、藤塚地区幹事ご就任おめでとう

ございます。お体に気を付けて、地区の為、そし

てロータリーの為頑張って下さい。

②舘盛会長、鈴木幹事ご就任おめでとうございま

す。1年間ご指導宜しくお願いします。

藤田 重成 君

髙橋清様1年間ご苦労様でした。舘盛様Gavanar

年度御苦労様です。頑張って下さい。

上田 利久 君

GoTo GNをサポートしながら舘盛、鈴木丸 い

つものようにゆっくりと楽しく！！

髙橋（政）君、青柳君、郡司君 3名連名

いよいよ舘盛、鈴木丸の門出です。本年はガバ

ナーズクラブとしてイベントが盛り沢山です。会

員一同力を合わせ船頭として協力して成功させま

しょう。

山埼賢二君、藤塚勝明君 2名連名

戌歳（イヌドシ）政権頑張れ！！

山埼 賢二 君

モントリオール組の皆さん大変お世話様に成り

ました。途中で失礼しましたが、皆さんは御無事

でご帰国されたようで何よりです。

松崎 正実 委員長



社会奉仕担当委員会

伊藤英夫 副委員長

国際奉仕担当委員会

梅田秀雄 委員長

姉妹クラブ友好担当

古郡 清 担当委員長

新世代育成担当委員会

小栁智裕 委員長

ロータリー財団委員会

郡司 守 担当理事

過日の地区協議会に於いて勉

強してきましたが、充分の理解

に至っていません。短時間に沢

山の事柄を押し込まれ、その中

から今年度の方針が未来の夢計

画と私は理解して活動計画書を

掲げました。これまでのロータリー財団は多く

の功績を収めてきました。しかし変わり行く世

界に於いて財団も変わる必要があると云われま

す。

財団のお金を効率よく使う為に、その管理主体

を各地区とクラブにもっと委ねようとするもの

です。

ロータリー管理委員会は二つのコンサルタント

会社の提案提案を基に未来計画の試験的プログ

ラムを前年度から立ち上げたそうです。

2010年6大陸100地区で試験的に参加しています。

日本では2580地区、2760地区、2770地区。

2010年、2011年プログラム年度試験的地区では

新しい補助金構成に沿って活動し、それ以外の

地区（431地区）は従来の財団プログラムを続け

ることになります。

2013、2014年度から未来の計画の基で活動がな

されます。この未来計画が充分な活動を発揮す

るのは今から多くの寄付が集まる事です。本年

度の財団寄付は例年の180＄を大きく越えるよう

皆様ご協力下さい。

米山奨学委員会

原嶋賢一郎 委員長

クラブ広報委員会

山﨑賢二 担当理事

ＩＴ担当 山﨑 賢二 担当委員長

広報・雑誌委員会 古郡 清 委員長

ロータリー情報

高橋 清 担当委員長
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古郡 清君、横澤 清 君 2名連名

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。

ＳＡＡ 岸 幸博君、伊藤 英夫君 2名連名

舘盛会長、鈴木幹事 1年間宜しくお願いしま

す。明るく楽しくガンバレ。

辻 彰彦 君

①後藤ガバナー誕生おめでとうございます。お身

体を大切に、ほどほどに頑張って下さい・

②舘盛道明会長、鈴木洋子幹事 今日から1年間

宜しくお願い致します。

中西 功 君

舘盛さん会長就任にあたり四つのお願いを聞い

て下さい。一つ短気を起こさないで下さい。二つ

体の滋養に務めて下さい。三つ般若湯は控え目に

して下さい。四つ車の運転はナナメに構えて片手

で運転しないで下さい。四つの願いを聞いてくれ

れば、私はあなたに夢中になります。

石川 健次 君

舘盛会長、鈴木幹事、いよいよこの日が来まし

たね！頑張って下さい。期待しています。

郡司 守 君

三の数字の付く、三つ目、三週間、三ヶ月を経

過した禁煙。成就することでしょう。

松崎 正実 君

舘盛道明会長、鈴木洋子幹事年度の門出をここ

ろよりお祝い申し上げます。髙橋清直前会長、飯

田豊太直前会長には、一年間大変ご

苦労様でした。スマイル委員会もこ

の一年間頑張ってまいりますので、

皆様のご協力

お願い致しま

す。

本日 48,000円

累計 48,000円


