
●7月15日ガバナー事務所にて会員セミナーが開

催されました。その会を運営されておりました

佐野さん、河合さんにお越し頂きご指導頂きま

す。クラブ一致団結で頑張って行きたいと思い

ます。

●本日のゲストで、先週の日曜日に留学からお

戻りの石川青澄さんが見えております。

◆青少年交換学生 石川 青澄 さん

アメリカのタコマから戻って

来た石川青澄です。このジャケッ

トはロータリージャケットで、

出会った留学生同士でバッチを

交換してその会った友達の数だ

け付けたものです。クラブはタ

コマエイトといい世界で8番目にできたクラブ

で会員が200名位いて丁度100周年で記念に

頂いたフラッグです。後はカナダへオリエ

ンテーションに行った際のものと、友達の

台湾のクラブのものです。大和中クラブの

旗と交換してきました。この一年は今まで

で一段多くのことを学んだ一年で、語学を

含めとても自信につながりました。他にア

メリカの文化を学びました。これからの接

し方に違ったアプローチが出来るようになっ

たと思います。ロータリーおかげで知り合っ

た多くの学生たちにより世界観が一気に広

がったので今後はこれを深めて行きたいと

思います。

こ の よ う

な 貴 重 な

体 験 さ せ

て 頂 き ど

うもありがとうございました。

●ロータリー財団セミナーのご案内が届きまし

た。郡司財団委員長にお渡ししました。

●広報、ＩＴに関する卓話希望のFAXが届きまし

た。古郡情報委員長にお渡ししました。

●本日18時30分より髙橋清直前会長、飯田豊太

直前幹事のご苦労さん会を開催いたします。

●2010～2011年度前期の会費納入を願います。

●親睦活動委員会

青柳文四郎 委員長
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舘盛 道明 会長

１５４３

8月 26日

8月 19日

37名 30名 85.71％ 91.43％ 7名

平成22年7月 22日第1538 回例会

司 会 ＳＡＡ・岸 幸博君

斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー 中西 功君

ゲスト 佐野英之委員長（地区会員増強・

会員維持委員会）、河合賢治委員長（ロー

タリー家族委員会）

石川青澄さん（青少年交換学生）、石川浩

司さん（父）、石川崇幹（弟）

ビジター 小澤操君（横浜瀬谷RC)

欠席者 ５名 小栁君、小菅君、梅野君、

北島君、原嶋君

卓話「地区大会記念ゴルフコンペについて」
郡司 守 実行委員長

卓話「地区大会について」
実行委員会

鈴木 洋子 幹事



お祝いの方々

◆会員誕生日 郡司 守 君 7月24日

髙橋 政勝 君 8月 4日

古木 勝治 君 8月12日

◆奥様誕生日 北砂 安子 君 7月30日

山崎 桂子 君 8月 9日

◆入会記念日 髙橋 清 君 7月23日

石川 健次 君 8月 3日

中西 功 君 8月17日

●会員増強強化月間に備えて

入江 公敏 会員増強・会員維持委員長

本年度は「会員増強はロータリアン最大の奉

仕である」ことを念頭に置き熱意を持った活動

を行っていきます。現在「入会

案内書」を作成中です。会員皆

さんの積極的な活用をお願い致

します。また前年度の橋本委員

長と引き継ぎを密に行い取りこ

ぼしを防ぎたいと思います。本

日は地区より佐野会員増強・維持委員長と河合

家族委員長をお招きしております。会員増強会

員維持についてご指導宜しくお願い致します。

●地区会員増強・会員維持委員会

佐野 英之 委員長（秦野ＲＣ）

先日の7月15日開催されました会員増強セミナー

には138名の方が参加され貴重

な意見が出ました。ただ6月末

の数字は2306名です。

後藤ガバナーの目標は3年後に2

700名で純増5％を掲げて頂いて

おります。

日本経済の低迷化、不透明な状況、中小企業

経営者の高齢化、後継者不足、小都市の過疎等

社会構造の問題。更に問題は日本経済の成長に

急ぎ過ぎた環境に情操教育が疎かになっていた

のではないか。

一般に理念の無い組織は衰退すると言われて

おりますが、ロータリーにはしっかりとした理

念が有ると思いますが、その理念がきちんと伝

えられているのでしょうか。（※一部割愛させ

て頂きました。）

2

河合 賢治 地区ロータリー家族委員長、佐野 英之

地区会員増強・会員維持委員長、ロータリー増強委

員長

本日は河合ロータリー家族委員長と例会におじゃま

します。来月は会員増強強化月間ですので頑張りたい

とおもいますので宜しく御願い申し上げます。

小澤 操 君（横浜瀬谷ＲＣ）

お世話になります。

舘盛 道明 会長、鈴木 洋子 幹事

佐野英之会員増強委員長、河合賢治家族委員長 本

日は宜しくお願い致します。石川青澄さんお帰りなさ

い。

後藤 定毅 ガバナー

①佐野地区増強委員長、河合地区ロータリー家族

委員長ようこそ我がクラブへお出で下さいました。

高い会員増強目標をお願いして恐縮です。今日は

色々と教えて下さい。

②石川青澄さん、お帰りなさい。すっかり成長さ

れてびっくりです。これからアメリカ留学の成果

を生かして下さい。お疲れ様でした。

③明日から公式訪問で11月いっぱいクラブへの出

席が叶わないと思います。会長はじめ皆さん、我

がクラブの魅力を楽しんで下さい。

藤塚 勝明 地区幹事

①佐野増強委員長、河合ロータリー家族委員長、

本日は暑い中をお越し頂き、誠に有難うございま

す。又、モントリオールでは大変お世話になりま

した。

②後藤ガバナーいよいよ明日より公式訪問が始ま

ります。暑い日が続きます。体調に留意され望ま

れますよう。

髙橋 清 直前会長、飯田 豊太 直前幹事

石川青澄さん お帰りなさい。貴重な体験を生

かして貴女の人生に役立てて下さい。

髙橋 清 君

入会記念のお祝い頂き有り難うございます。

入江 公敏 会員増強退会防止委員長

佐野地区増強・会員維持委員長、河合地区家族

委員長 ようこそいらっしゃいました。本日は宜

しくお願い致します。

古郡 清 君

佐野地区会員増強会員維持委員長、河合ロータ

リー家族委員長 ようこそいらっしゃいました。

宜しくお願い致します。

横澤 創 君

石川青澄さん お帰りなさい。帰って早々、日

本は猛暑日の連続です。体調に気をつけて下さい

ネ。

松崎 正実 委員長



●地区ロータリー家族委員会
河合 賢治 委員長（鎌倉大船ＲＣ）

●クラブ会員とは
◆会員の配偶者
◆子どもたちそしてご両親
◆亡くなられたロータリア
ンの配偶者
◆青少年交換学生とその家
族

◆インタアクター

◆ロータアクター
◆ライラリアン
◆GSEのメンバーと国際親善奨学生
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岸 幸博 君

今週の24日～25日 第34回大和阿波おどり大

会があります。是非見に来て下さい。

上田 利久 君

暑いです。皆さんから元気を貰おうと出掛け

てきました。久し振りに長野さんに会えて嬉し

いです。

郡司 守 君

誕生日を祝って頂きありがとうございます。

まだまだ老けられません。若い方々エネルギー

を下さい。頑張ります。

髙橋 政勝 君

今日は誕生日のお祝い有り難うございます。

中西 功 君

入会記念日祝って頂き、有難う御座います。

「あれから40年」もたっておりませんが33年間

よくも続いたものだと思っております。

石川 健次 君

入会記念日のお祝い有り難うございます。北

砂会長、後藤幹事の年度でした。なつかし～い。

松崎 正実 君

本当に暑い日です。デジタル体温計で外の気

温が計れました。36.7℃でした。

クラブ会報委員会 中島康次郎

本日配布の1542号の後

半は都合によりＨＰ上で

はカットさせて頂きます。

本日 26,000円

累計 107,000円

髙橋 清直前会長、飯田豊太直前幹事お疲れ様会 2010/07/22（木）鮒忠にて

会長幹事ガバナーズクラブ関係者激励会
2010/07/29（木）北京飯店にて

（紙面の都合等によりクラブフォーラムの内容は割

愛させて頂いております。当日の記録はＣＤにて保

存しておりますので、貸し出しをご希望の方は事務

局までお申し出で下さい）
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ゲストのご紹介

中西ファミリー

中西 多恵子夫人

中西 慶太（ケイタ）長男

林 芳如（リン ファンルー）長男妻

中西 日子（ニツコ）小学1年 孫

中西 日己（ニツキ）6ヶ月 孫

浦部 佳織（ウラベ カオリ）長女

浦部 槙之介（ウラベ シンノスケ）年長 孫

浦部 柊（ウラベ シュウ）年中 孫

伊藤ファミリー

伊藤 芽生 (イトウ メイ) 小学6年

伊藤 汰一(イトウ タイチ) 小学4年

土屋 香奈（カナ） 小学6年

土屋 愛美（マナミ） 小学4年

高橋政勝ファミリー

高橋 磨采（タカハシ マコト）中学1年 孫

高橋 采生（タカハシ コトハ）小学2年 孫

辻ファミリー

菊地 あゆみ 妹

菊地 貴裕（キクチ タカヒロ）甥 年長

舘盛ファミリー

舘盛 礼子夫人

舘盛 尚子（タテモリ ナオコ）長女

飯田ファミリー

飯田 登美子夫人

飯田 コーナー陸人(イイダ コーナーリクト) 小学4

年 孫

飯田 珠里亜はな(イイダ ジュリアハナ) 小学2年

孫

藤塚ファミリー

藤塚 葵 様 (ふじづか あおい) 孫

古郡 京子夫人

郡司 禎子夫人

松崎 祐子夫人

梅田 安代夫人

飯田夫人、松崎夫人、古郡夫人、梅田夫人

今日は孫ともども有り難うございましたサーカスを

楽しんだ上に美味しい中華もいただけて大満足です。

舘盛 道明 会長

御家族ゲストの皆様ようこそ例会楽しくすごしましょ

う。

鈴木 洋子 幹事

第1回家族会楽しみにしておりました。皆様の笑顔

を見て安心しました親睦委員長さん委員の皆さん有難

うございました。

髙橋 政勝 君

今日は大変お世話になります。

中西 功 君

長男慶太が幼稚園の時に箱根の家族会に参加しまし

た。長女佳織が幼稚園の時に金沢動物園や銀座中納言

での家族会に参加しました。次の次の次の代に又この

様なスマイルが書けたら嬉しいです。。

伊藤 秀雄 君

本日は中ＲＣの家族会に孫達と一緒に参加させて頂

き有り難うございます。夏休みの良き思い出として心

に深く記憶され後々に語り継ぐ事でしょう親睦委員の

皆様に心から感謝申し上げます。

古郡 君、北島 君、藤塚 君、青柳 君 連名

本日はボリショイサーカスと同発中華料理を無事出

来ました事 有難うございます。

梅田 秀雄 君、髙橋 清 君 連名

動物サーカス勧賞させて頂き有り難うございます。

久し振りの感動致しました。親睦委員の皆さん有り難

うございます。

郡司 守 君

久し振りのサーカス童心にかえって楽しみました。

良いものでした。

松崎 正実 君

沢山のチビッ子の参加 25年前を思い出しました。

子供ももう30歳以上になりました。

中島康次郎

本日は大和駅前イベントの後片付けの為、途中で失

礼させて頂きます。 本日 36,000円

累計 143,000円

【 第1539回振替例会 】第１回家族会 ボリショイ動物サーカス 2010/08/08（日）


