
●12月の第一例会ですので年次総会を行い

ます。尚、28名で定足数に達しております。
異議なしという事で石川次年度会長よりご

紹介を願います。

●石川 健次 会長エレクト

2011～12年度の役員・理事及び会計監査の

承認ありがとうございました。次年度もご

協力宜しくお願い致します。以下別紙参照

●本日例会終了後第7回役員理事会を開催し

ます。

●「国際交通会」の開催案内が来ました。

●古木会員より「入院しておりましたが、

無事退院し、来年の例会の会合には出席出

来ます」のご連絡が有りました。

●2011年度国際ロータリー年次大会参加旅

行の案内が来ました。

●雑誌委員会 古郡 清 委員長

「ロータリーの友」紹介

横組P6 「家族月間」という

事で全国のロータリアンから

募集した家族の写真が掲載さ

れています。ほのぼのとした

写真を見て下さい。

横組P28 10月16日～17日に開催されました

地区大会の様子がガバナーの写真と共に掲

載されています。

縦組P15 米山記念奨学会事業に対しての意

見が載っています。皆様はどう考えている

のですか。

縦組P23 厚木で開催されたB１グランプリ

な様子が掲載されています。

縦組P25 逗子RCのビーチバレー大会と鎌倉

中央RCの姉妹クラブとの交流の様子が載っ

ています。

縦P32 伊勢原RCの地域への奉仕活動の様子

が載っています。今月号のロータリーの友

を宜しくお願い致します。
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舘盛 道明 会長
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1月 13日

1月 6日

37名 30名 85.29％ 85.29％ 7名

平成22年12月 2日第1554 回例会

司 会 ＳＡＡ・伊藤 英夫君

斉 唱 「君が代」「奉仕の理想」

ソングリーダー 中西 功君

ゲスト 清水三和子氏

ビジター 鈴木正和君（綾瀬ＲＣ）、

欠席者 ５名 北島君、小栁君、長野君、

横澤君、引田君

半期を終えて
「年頭にあたり」」（舘盛 会長）

ＣＦ「世界理解月間にあたり」
（ロータリー情報委員会）

鈴木 洋子 幹事



●親睦活動委員会 辻 彰彦 委員

12月16日のクリスマス家族例会を実施致

します。今回は会員の職業に因んだ物をプ

レゼントとして募集しております。参加と

併せてお願いします。

●親睦活動委員会 岩松 薫 委員

お祝いの方々

◆奥様誕生日 岸 君子 夫人 12月 3日

舘盛 礼子 夫人 12月 4日

中西 多恵子夫人 12月24日

辻 明美 夫人 12月30日

石川 夫人 1月 1日

◆会員誕生日 岸 幸博 君 12月 5日

山崎 賢二 君 12月18日

松崎 正実 君 1月 4日

◆結婚記念日 長野 俊八 君 12月14日

◆入会記念日 松崎 正実 君 12月 3日

郡司 守 君 12月 8日

舘盛 道明 君 12月10日

◆創業記念日 松崎 正実 君 12月10日

原嶋賢一郎 君 12月20日
中西 功 君 1月 1日

●本日の卓話者の紹介

プログラム委員会 中西 功 委員長

清水三和子さんは現在大和

さくら里親会会長。神奈川｣兼

里親相談員。平成3年3月里親

認定。40人以上の子供の養育

に携わる。現在ベトナムの高
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舘盛 道明 会長
入会記念日、妻の誕生日、今年は還暦で同窓

会で飛び回っております。清水三和子様本日は
宜しくお願い致します。

鈴木 正和 君（綾瀬ＲＣ）

久しぶりに寄らせて頂きます。宜

しくお願いします。

中西 功 君

①清水三和子様 ようこそいらっ

しゃいました。本日の卓話楽しみ

にしております。

②嬶の誕生日 祝って頂き有り難うございます。

藤塚 勝明 君

①旧姓白石さん多分高校卒業以来初めてお会い

出来ました。お元気そうで何よりです。本日は

卓話を頂くそうですが、興味深く拝聴させて頂

きます。

②次年度石川会長、橋本幹事大いに期待してお

ります。気を引き締めて活躍を心よりお祈り致

します。

郡司 守 君
入会記念のお祝い有難う御座いま

す。皆さん各々記念日の時には、ロー
タリー財団寄付を忘れずにお願致します。
達成率45％です。 追伸、米山奨学寄付
予定額を済ませてます。

石川 健次 君

妻のバースデー有難うございます。（1/1）次
年度の役員」・理事・監査の承認も有難うござ

いました。次年度も宜しくお願いします。

岸 幸博 君

誕生日を祝って頂き有り難うご

ざいます。毎年二人一緒に。

山崎 賢二 君
お誕生日のお祝い有難う御座

いました。最近は自分の誕生日

も忘れていました。

岩松 薫 君

①妻への誕生日プレゼント有難うございました。久し

振りのプレゼントで驚いておりまし

た。

②今週が私の誕生日、だんだん誕生

日も嬉しく無い感じがします。

辻 彰彦 君

①クリスマス会へのプレゼントをお願いしたところ多

数応募頂き本当に有難うございます。ユ

ニークな品物がいっぱい！！感謝です。

②妻の誕生日を祝って頂き有り難うござ

います。さて幾つになったやら！！

松崎 正実 君

12/3の入会記念日と12/10の創業記念日のお祝い有

難うございます。しかし1/4の誕生日祝いは未だ一ヶ

月以上あり、ピンと来ませんが取りあえず有難うござ

いますと言っておきます。

松崎 正実 委員長

本日 21,000円

累計 321,000円



校一年の女子を養育し一年六ヶ月になる。

家族は実子2人と養女1人、夫と犬2匹の生活

で南林間に居住。

卓話の内容はＣＤをご確認下さい。

●本日はガバナーの公式訪問です。後の半

期ですが純増5人を目標に会員を増やしたい

と思います。

●次年度より 石川 健次 会長エレクト

次年度、役員理事を承認頂きましたが、

その後の会合でＳＡＡを鈴木洋子さんにお

願いする事になりました。役職担当表とと

ものお知らせします。

役員 会長 ：石川 健次 （以下敬称略）

副会長 ：古郡 清

会長エレクト：横澤 創

幹事 ：橋本 日吉 会計 ：神作 彰

直前会長：舘盛 道明 ＳＡＡ：鈴木 洋子

理事 会員増強・会員維持委員会 梅田 秀雄

奉仕プロジェクト委員会 藤塚 勝明

ロータリー財団委員会 小栁 智裕

クラブ広報委員会 中島康次郎

副幹事 ：入江 公敏

会計監査：郡司 守 、伊藤 英夫

●「大和中RC公式訪問卓話要旨」

後藤 定毅 ガバナー 2010.12.9

先ほど冒頭に上田さんから「おかえりな

さい！」と言って戴きました。7月の第3週

からクラブを離れ66クラブの訪問を終え、

今晩とうとう我がクラブに、我が母港に戻

りました。「持つべきものは友」という言

葉がありますが、まさに今その心境であり

ます。この場を借りて地区大会をはじめこ

の間には多くの会員家族の皆さんにガバナー

を支えて戴きましたこと、厚く御礼申しあ

げます。ありがとうございました。

さて今年度のレイ・クリンギンスミスRI会

長は、私たちロータリアン120万人のトップ

であられますが、非常に気さくで思いやり

のある方です。国際協議会、国際大会など

で随所にその人柄を垣間見る機会がありま

したが、誰にでも同じように接している大

変な人物です。1960年ロータリー財団の国

際親善奨学生の出身で、何と留学の後すぐ

ロータリアンになられて、50年、RIの数多

くの役職も経験されていますが、偉ぶると

ころがまったくありません。RIをいろいろ

変えようとされていますし、私どもガバナー

にも地区においてもクラブにおいても従来

の習慣を漫然と続けないで改善しようと言

われています。そのいい例がRIテーマ「地

域を育み、大陸をつなぐ」ですが、会長は、

「ロータリアン以外の人々にロータリーの

目的を説明すること」と、「ロータリアン

に自分たちの活動の意義を再認識してもら

うこと」、この二つの目標のために、ロー

タリーの四大奉仕部門を再検討して、海外

と地元地域の両方で活躍するロータリアン

のユニークな存在をどのように表現したら

よいかと考えたすえに、この言葉を選択し

たと言われています。

ロータリーの基本単位であるそれぞれのロー

タリークラブは、その設立から歴史を刻み、

古いクラブでは100年を超える永い間地域の

ために活動し、地域の人々に奉仕をし、役

立ってきた、それは今や世界、大陸をつな

ぐものになっているということであり、現

在ロータリアンであることの素晴らしさに

満足しないで、私たちは世界でも比類のな

いこの組織の一員であることを自負し、そ

れぞれがロ－タリーに対する誇りを確かめ

合って、より住みよい地域、世界に引き上

げていこうと、世界中のロータリークラブ

とロータリアンに呼びかけました。 そこで

私はガバナーとして次のように考えていま
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平成22年12月 9日第1555 回例会

舘盛 道明 会長

司 会 ＳＡＡ・小栁 智裕君

斉 唱 「我等の生業」

ソングリーダー 上田 利久君

ゲスト 佐々木辰郎ガバナー補佐

ビジター 横手久枝君（海老名欅ＲＣ）



す。ご案内のように「ロー

タリーはクラブが基本」で

あります。したがって地区

は、RIの管理の便宜上まと

められた地理的区域ですか

ら、本来RIの会員である地

区内の個々のクラブを支援するために存在

するということ、そこには上下関係はない

わけです。地区の役割は個々のクラブが、R

Iの推奨する効果的なクラブになるために、

すなわち個々のクラブが魅力あるクラブに

なるためにかと思っていますが、会員基盤

を維持、拡大する、成果のある奉仕プロジェ

クトを実施する、ロータリー財団プロジェ

クトへの参加と支援をする、クラブ・レベ

ルを超えた指導者を育成することに使命が

あるわけですから、①RIおよび地区のあら

ゆる必要な情報をクラブに提供して、地区

運営の基準を明確にして透明化する、②ガ

バナー補佐および地区の各委員会は、それ

ぞれやりがい、誇り、夢を持って運営にあ

たり、各委員会が縦割りでなく、ガバナー

の地区運営の意図を汲んでお互いに連絡、

連携してクラブ支援にあたっていただく必

要があると思います。それによって地区と

クラブの相互の信頼信用関係を確立するこ

とができれば、その結果として、クラブも

個々のロータリアンも充実して、今までに

増して地区が良くなり、クラブも魅力ある

ものになって、お互いのロータリーライフ

が楽しいものになり、豊かなものになると

思います。私は「ロータリーの基本はクラ

ブ」と考えています。我がクラブは明るい

和やかな雰囲気を持つクラブです。ぜひこ

の素晴らしいクラブのエネルギーを知り合

いの仲間や地域に広めて戴くようにお願い

いたします。ロータリアンが100人いると10

0通りのロータリー観があると言いますが、

私は地区とクラブの関係をしっかりもう一

度再確認して、「地区はクラブのためにあ

る」という地区運営を心がけたいと思いま

す。ご理解ご支援をお願いいたします。
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後藤 定毅 2780地区ガバナー
① ガバナー公式訪問として最後に
我がクラブに伺いました。宜しくお
願い致します。
②30周年皆出席の表彰を有難うござ
います。会員の皆様の友情に感謝！

佐々木 辰郎 ガバナー補佐（大和田園ＲＣ）
本日はガバナーの露払いで参りました。宜しく

お願い致します。

横手 久枝 地区副幹事（海老名欅ＲＣ）

突然の訪問。宜しくお願いします。仲間に感謝！

舘盛 道明 会長

ガバナー公式訪問です。後藤ガバナー2010年ご

苦労様です。今年も後僅かです。半年皆で頑張っ

てやりましょう。

鈴木 洋子 幹事

宜しくお願い致します。

藤塚 勝明 地区幹事

気力、体力、知力の消耗戦では無かったかと想

像します。とにかく公式訪問を無事終えられたと

事、心よりお祝いを申し上げます。ご苦労様でし

た。

髙橋 政勝 君

①今日はガバナー公式訪問 大変ご苦労様です。

やっと帰りましたね。ご指導宜しくお願いします。

②地区副幹事 横手さん ようこそ大和中クラブ

にお出で頂きました。地区大会には司会を担当し

て頂き有り難うございました。

石川 健次 会長エレクト、橋本 日吉 副幹事、

横澤 創 君（3名連記）

後藤ガバナー公式訪問大変お疲れ様です。一年
間大役有難うございます。

藤田 重成 君
後藤さん久し振りに拝顔仕る感地です。「地区

の偉い人」という感地、何は兎もあれ、感謝、々々
ご苦労さん。

郡司 守 君

後藤ガバナー、佐々木ガバナー補佐殿、この半
年ご苦労様でした。あと半年は峠を越えて短く感
じる様です。身体に気を付けて頑張って下さい。

伊藤 英夫 君、上田 利久 君、青柳文四郎 君、

番 桂柳 君、梅田 秀雄 君、入江 公敏 君、

古郡 清 君、神作 彰 君、髙橋 清 君、

飯田 豊太 君、長野 俊八 君、岸 幸博 君、

松崎 正実 君（以上連名にて…同意文を含む）

後藤ガバナー公式訪問ご苦労様です。ホームク
ラブの仲間は如何ですか。今日は楽しんで下さい。

松崎 正実 委員長

本日 35,000円

累計 356,000円


