
●本日のビジター眞鍋さんの同級生だそう

ですが、ノーベル化学賞を受賞された根岸
英一さんの講演が大和市スポーツセンター

で開催されました。家庭やの幸福が大切と

いうお話でした。

●次年度の役員理事をお知らせします。

役員 会 長 ：石川 健次 君

副会長 ：古郡 清 君

会長江レクト：横澤 創 君

幹 事 ：橋本 日吉 君
会 計 ：神作 彰 君

直前会長：舘盛 道明 君

理事 梅田 秀雄 君 、藤塚 勝明 君

小栁 智裕 君 、中島康次郎 君

副幹事 ：入江 公敏 君

会計監査 ：郡司 守 君

伊藤 英夫 君

●本日の報告は特にありません。。

●親睦活動委員会 北島 照介 委員

お祝いの方々

◆奥様誕生日 岩松 智恵子夫人 11月25日

髙橋 瑠璃子夫人 11月29日
◆会員誕生日 岩松 薫 君 12月 1日

◆創業記念日 郡司 守 君 11月27日

●「ガバナー公式訪問に備えて」

佐々木 辰郎 ガバナー補佐

先ずもって先日の地区大

会は皆様ご苦労様でした。

お礼を申し上げます。

本日はガバナーの地区方

針を代わってご報告させて

頂きます。

第2780地区 後藤 定毅 ガバナー 方針

１）RIテーマ及びRI会長強調事項の推進

２）クラブ支援体制の強化

３）職業奉仕の理念と職業倫理の高揚

４）地区管理運営の規準整備及び透明化・制度

化

５）地区長期計画の検討及びクラブ長期計画立

案の推奨

６）会員増強・維持の目標（今後３年間各クラ

1

舘盛 道明 会長

１５５６

12月 9日

12月 2日

38名 28名 82.35％ 88.24％ 7名

平成22年11月25日第1553 回例会

司 会 ＳＡＡ・伊藤 英夫君

斉 唱 「奉仕の理想」

ソングリーダー 上田 利久君

ゲスト

ビジター 眞鍋藤正君（大和ＲＣ）、

吉光喜久雄君（大和田園ＲＣ)、

河西正彦君（大和田園ＲＣ）

欠席者 ６名 青柳君、藤塚君、岩松君、

梅野君、神作君、引田君

年次総会・家族月間
卓話「里親」（清水 三和子氏）

ガバナー公式訪問
「後藤定毅ガバナーと共に」（会長 幹事）

鈴木 洋子 幹事



ブ毎年５％純増） 終年度にRI推奨の地区規準

会員数2,700名へ）

７）ロータリー財団への寄付増進と未来の夢計

画に向けての準備（国際親善奨学生／ロータリー

平和フェローの育成、GSE、地区補助金／マッチ

ンググラントの推進への支援とDDFの友好的な活

用のために）一人当たり180ドル以上、クラブで

ベネファクター１名以上を目標とする

８）米山奨学会への寄付増進（30名の留学学生

奨学機会の確保のために）一人当たり20,000円

以上の目標額

【CDをご確認下さい。】

◆以降 敬称を省略させて頂きます。

●クラブ管理運営委員会

担当委員 神作 彰

◆発表者 ： 舘盛 会長

・活動奉仕

・実施の進捗状況

会計 飯田 豊太

年会費は前年度と同額でスター

トし11月11日現在順調に推移し

ております。

（イ）クラブ会報委員会

副委員長：髙橋 清

委 員 ：横澤 創 、阿萬 正巳

◆発表者 ：委員長 中島康次郎

今年度の目標として、紙面作成作業の簡

略化に努めております。後半はスマイル文

面の重視と更に誰にでも出来うる状況に努

力します。

（ロ）プログラム委員会

委員長 ： 中西 功

副委員長： 藤塚 勝明

委 員 ： 北砂 富三

◆発表者 ： 中西 功

・活動奉仕
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佐々木 辰郎ガバナー補佐（大和田
園ＲＣ）

本日は「ガバナー公式訪問に備え
て」と云う事でお邪魔しました。宜
しくお願い致します。

眞鍋 藤正 君（大和

ＲＣ）

久しぶりにお伺いしましす。どう

ぞ宜しくお願いします。

吉光喜久雄 君（大和田園ＲＣ）

本日はお世話になります。23日に

我クラブの長老（笠松様）が亡くな

りました。残念です。

河西 正彦 君（大和田園ＲＣ）

お世話になります。本日は宜しく

お願い致します。

舘盛 道明 会長

①佐々木辰郎ガバナー補佐 ご苦労様です。

②2010～2011年度 指名委員会 本

日で終了致しました。

鈴木 洋子 幹事

ガバナー補佐 佐々木様 本日は

宜しくお願い致します。

郡司 守 君、上田 利久 君（二名連名）

佐々木ガバナー補佐 本日は宜しくご指導お

願い致します。先のゴルフ大会にはご尽力頂き

有難う御座いました。又、その節はホールイン

ワンおめでとうございました。

郡司 守 君
創業記念のお祝い有難う

御座います。20数年経って

も余り変わりません

髙橋 政勝 君

今日はガバナー補佐の佐々木様を迎えての卓

話です。宜しくお願いします。

中西 功 君

佐々木辰郎ガバナー補佐 御来会を心待ちに

しておりました。同期会長として誇りに思って

おります。次は是非ガバナーを目指して下さい。

古郡 清 君

佐々木ガバナー補佐いろいろとお世話になっ
ています。本日は宜しくお願いします。

山崎 賢二 君
佐々木ガバナー補佐、本日はようこそお出で

下さいました。クラブ全員で首を長くしてお待

ちしておりました。宜しくお願いします。

松崎 正実 委員長

本日 15,000円

累計 300,000円



・実施の進捗状況

卓話2名消化しました。

「我社のＰＲ」”職業奉仕の実践者”

の実施をしております。

親睦活動委員会 青柳 文四郎委員長

◆発表者 辻 彰彦 副委員長

親睦は「明るく楽しく」奉仕は「心豊か」

の会長方針に準じ、クラブの活

性化に寄与できる活動を目指し

プログラム展開をしておりま

す。実施内容としては 8月8日

ボリショイサーカス（家族会）

予定としては 12月16日 クリスマス

パーティ（家族会）2011年5月22日 地引網

（家族会）です。また随時 お祝いや歓迎

会を行って会員相互のコミュニケーション

を図っていきたいと思っています。

スマイルボックス担当委員会

◆発表 ：松崎 正実 担当委員長

計画書にありますよう皆様の自主性に頼

りスマイルをお願いしています

が。昨年と比べかなり減少して

いるのが現状です。残り7ヶ月

頑張ってまいりますので宜しく

お願い致します。会員だけで予

算（150万）をクリアするには、一人当たり

年に約39,000円、事前に12,000円徴収して

ますので年45回くらいの例会で27,000円を

お出し頂ければ予算が達成できます。次年

度はこの予算何とかなりませんか？。

出席担当

◆発表者 ：長野 俊八 担当委員長

出席を基にクラブ行事が行

われております。クラブ出席

そしてメーキャップを重視し

て頂きたいと思います。

●会員選考担当

会員増強・会員維持委員会

◆発表者 入江 公敏 委員長

実施計画に基づきロータリーを会員以外

の方に幅広く知ってもらうため検討しクラ

ブ広報委員会と連携して入会案内書を作成

致しました。今後はこれを活用して会員見

込み者を昼夜問わず例会に招待していきた

いと思います。目標は5名の増

加を目指しておりますので会

員の皆様には見込みの会員の

リストアップと会員増強のご

協力をお願い致します。

会員維持については、本日もロータリー

情報委員会で新しい会員と在籍の長い会員

とのコミュニケーションの場を設けて頂き

情報交換を行っていく事が退会防止にも繋

がると思います。こうした地道な活動が大

切と思います。

職業分類担当

◆発表者 ：上田 利久 担当委員長

職業奉仕の心を学ぶにはま

たとない機会でした。80年前

ニューヨークのウォール街

を襲ったブラックマンデーの

中 アルカポネと対決の中か

ら生れたと聞いております。1人でも多くの

方に入会して頂き、こんなお話が出来れば

と思っております。

会場監督（ＳＡＡ）

◆発表者 ：岸 幸博 正監督

私と伊藤副委員長、小柳委員

の3名で1ヶ月ごとに司会を担当

しております。例会では来訪者及び来賓に

良い印象を与え、会員が楽しい例会になる

ように努力しています。例会場は禁煙とし

ています。会員相互の親睦を図る目的で定

期的に席替えをしています。

奉仕プロジェクト委員会

◆ 梅田 秀雄 担当理事

会長ターゲットの基本精神を

基に上半期を行ってまいりまし

た。

（イ）職業奉仕担当委員会

◆発表者 ：髙橋 政勝

職業奉仕の倫理に基づいて

活動計画を立て活動を続けて

現在進行中です。
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（ロ）社会奉仕委員会

◆発表者 横澤 創 委員長

上半期は地区大会を主催す

るガバナーズクラブとして、

地区大会開催に向けて全力投

球を致しました。

下半期につきましては、3月に担当例会が

準備されておりますので、ロータリーらし

い奉仕プログラムを考えております。皆様

のご協力をお願致します。

（ハ）国際奉仕担当委員会

◆発表者 ：梅田 秀雄 委員長

・今年度の地区大会は当クラブがホストク

ラブ担当という事から、韓国の姉妹クラブ

である東慶州ＲＣから12名のメンバーが来

訪されました。姉妹クラブ友好委員会と連

携して対応させて頂きました。

・11月8日に大和自動車学校で行われた小学

生を対象とした交通安全教室に社会奉仕委

員会、新世代育成委員会と連携して行いま

した。

姉妹クラブ友好担当

◆発表者 ：古郡 清 担当委員長

姉妹クラブである東慶州ロー

タリークラブと交流を密のする

為に国際奉仕担当委員会と協力

して活動しています。過日開催

されました地区大会には東慶州

ＲＣのメンバーが出席し友好を深めました。

来年6月に開催されます東慶州ＲＣ離就任式

には当クラブのメンバーも出席して友好を

深めたいと思っています。

新世代育成担当委員会

◆発表者 ：小栁 智裕 委員長

今年度の実施計画の進捗状況を報告させ

て頂きます。二つの事業を予定。一つは

「交通安全教室」を社会奉仕

委員会、国際奉仕委員会との

共同事業を実施。シャーリー

ランハム小学校、大和東小学

校の皆さんの参加と当メンバー

16名の参加を頂きました。もう一つの事業

にあたりましては、未実施ですので、後半

に改めて計画実施をしたいと思います。

ロータリー財団委員会

◆発表者：郡司 守 担当理事

為替が82円と高い今の時期に、

一人当たり180＄以上の目標に

ご協力下さい。年度内にゆっく

りと達成しようと思っておりま

したところ鈴木幹事が先週私の所に来まし

て会長幹事会で佐々木ガバナー補佐からハッ

パをかけられ本年度内に達成しろと強要さ

れたと云われました？ 準備も整っていま

せんので本年度内は無理としても頑張って

寄付を募って目標を達成させて感じてます。

尚、ベネファクター1名も、どなたか協力を

あおぎます。

米山奨学委員会 原島賢一郎

米山委員会において １、

米山奨学寄付金 一人20,000

円お願いする。 ２、全員寄

付の参加を 以上を目標達成

率40％弱でございます。 今年もあと一ヶ

月弱となりました。目標達成できるよう御

協力宜しくお願いします。

クラブ広報委員会

◆発表者 ：山崎 賢二 担当

理事

広報雑誌委員会 ◆ 古郡 清 委員長

ロータリーアンの三大義務の一つである

「ロータリーの友」に親しんで頂く為に毎

月毎初の例会にて読んで欲しい記事を紹介

しています。ロータリアンの事を知る情報

源として会員にもっと読んで頂くため活動

をしていきます。

ロータリー情報

◆髙橋 清 担当委員長

ロータリー情報を会員の皆さ

んに伝達する為 7号のロータリー

情報を配布致しました。 ①会

員の義務と特典 ②ロータリーの組織構

成 ③会員の出席と勧誘 新会員と勉

強会を開催…本日午後6時30分より梅田パス

ト会長のもと新会員との交流を深めるため

に”新会員と明日のロータリーを語る会”

を実施します。 以上
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