
●皆様におかれましては色々な目標をもた

れて、兎年は飛んだり跳ねたり期待を持た

れているようで、私も残り半年皆さんと頑

張りたいと思います。

①2011～12年度青少年

交換学生について横須

賀地区が多いが成績順

によるものです。（8名

中6名）今後は検討の余

地がある。

②ＩＭが3月13日(日）ホストクラブ大和Ｒ

Ｃでオークラフロンティアホテル海老名で

開催されます。テーマは「ロータリーだか

ら出来る地域を育む奉仕活動」です。

③インターアクト一泊研修参加のお願い。

④新会員の集いの参加のお願い。

⑤代3回地区環境活動参加のお願い。

⑥国際ロータリー・ロータリー財団2012～1

3年度国際親善学生2012～14年度ロータリー

平和フェロー募集に伴うお願い。

⑦1月13日（木）例会終了後 第8回役員理

事会を開催します。

●鈴木幹事へ ロータリー財

団からポールはリスフェロー

の認証状が贈呈されました。

●雑誌委員会 古郡 清 委員長

横組P８…1月はロータリー理解月間とい

う事でアーサー・フレデリック・シェルド

ンの記事が掲載されています。「 もよく

奉仕する者 も多く報いられ

る」というスローガンで皆様を

承知しています。

横組P16…日本から初めてＲ

Ｉ会長になった東ヶ崎氏の写真
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舘盛 道明 会長

１５６0

1月 13日

1月 6日

37名 30名 85.29％ 85.29％ 7名

平成23年 1月 6日第1557 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 上田 利久君

ゲスト

欠席者 ７名 中西君、岸君、北島君、

入江君、引田君

ＣＦ「世界理解月間にあたり」
（ロータリー情報委員会）

卓話「我社のＰＲ」
（辻 彰彦君・古郡 清君・橋本 日吉君）

鈴木 洋子 幹事



と記事が載っています。

横組P18…日本から二人目のＲＩ会長になっ

た中津ＲＣの向笠氏の記事が載っています。

横組P24…日本から三人目のＲＩ会長とし

て選出された田中作次氏の事が掲載されて

います。昨年の2780地区大会に出席されま

した。

縦組P16…80歳のロータリアンがエージシュー

トを100回達成された記事が載っています。

今年もロータリアンの友を宜しくお願い致

します。

●ロータリー情報

髙橋 清 委員長

地区新会員の集いが2011年

2月10日～11日、1泊2日で湯

河原のホテルで開催されます。

新会員の皆様の参加宜しくお願い致します。

●米山奨学

原嶋賢一郎 委員長

普通寄付金の領収書があり

ますが特別寄付金の領収書は1

月送付の予定です。

●親睦活動委員会 辻 彰彦 委員

12月16日に開催されましたクリスマス家

族例会には沢山の工夫を凝らされたプレゼ

ント誠に有難うございました。今後とも宜

しくお願い致します。

お祝いの方々

◆入会記念日 山崎 賢二 君 1月 6日

鈴木 洋子 君 1月 8日

◆奥様誕生日 小栁 恵美子 夫人 1月12日

◆結婚記念日 梅野 房子 君 1月 7日
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後藤 定毅 ガバナー
新年おめでとうございます。あと半年のご支援

をお願い致しますとともに、舘盛会長、鈴木幹事
まるのご活躍をお祈り致します。また暮れの 終
例会には親睦委員会楽しい企画、大変思い出に残
りました。遅ればせながらスマイルで お礼まで！

舘盛 道明会長、鈴木 洋子幹事
明けましておめでとうございます。本年も宜し

く御協力の程。卯年大きく、飛躍致しましょう。

鈴木 洋子 幹事
入会記念のお祝い有難う御座います。

髙橋 政勝 君
あけましておめでとう御座います。昨年の地区

大会大変お世話になりました。今年も宜しくお願
い致します。

藤田 重成 君
新年おめでとうございます。今年は忌中になり

ましたので年賀状は遠慮させて頂きました。あし
からず御容赦下さいますようお願い申し上げます。

上田 利久 君
日本の電気自動車も始動し始めました。そして

いよいよ実力をたくわえたGoto年度の幕開けです。
オメデトウゴザイマス。

古郡 清 君
明けましておめでとうございます。忘年会でテ

レビが当たりました。クジ運は全て使い果たしま

したので宝くじは今年は期待できません。

髙橋 清 君

新年明けましておめでとうございます。舘盛、

鈴木年度の折返し地点です。実のある下期であり

ますように！

郡司 守 君

①明けましておめでとうございます。ロータリー

財団委員会からご報告します。昨年末後藤ガバナー

から特別の寄付があり目標1人当たり180＄を超え

て108％と成りました。まだまだ地区の 高％を

目標に掲げ後半下期募金に励みます。ご協力をお

願いします。

②追加スマイルです。年末ジャンボ宝くじ2等1億

円の組違いでした。

青柳文四郎君

明けましておめでとうございます。本年も宜し

くお願いします。

番 桂柳 君

今年もお世話になります。

石川 健次 君

明けましておめでとうございます。昨日、八千

代銀行さんから小判が届きましたのでスマイルし

ます。スマイル委員長のプレッシャーではありま

せん。

飯田 豊太 君

明けましておめでとうございま

す。本年も宜しく。

松崎 正実 委員長



鈴木 洋子 幹事

所属 国際ロ－タリ－

第2780地区

第６グループ

１、クラブ数 68クラブ

１、国際ロ－タリ－会長

レイ・クリンギンスミス

第2780地区ガバナ－

後藤 定毅

第６グループガバナー補佐

佐々木 辰郎

１、会員数 年初 7名

現在 37名

入会 1名（引田 俊一君）

退会 1名（小菅 実君）

１、出席率 88.24％

１、ゲストビジタ－数

35名 （12月31日現在）

１、例会 通 常 18回

夜 間 2回

家族会 2回

取り止め 3回

１、スマイルボックス

目標額 1,500,000円

達成額 7月～12月 601,000円

達成率 40.07％

１、ロ－タリ－財団

目標額 6,600ドル

（１人あたり＄180）

達成額 7月～12月 7,250ドル

達成率 108.86％

１、米山記念奨学金
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長野 俊八君、伊藤 英夫君（二名連名）

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願

い申し上げます。

横澤 創 君

明けましておめでとうございます。今年こそ景

気回復といきたいところです ネ！。

梅田 秀雄 君

新年明けましておめでとうございます。本年も

どうぞ宜しくお願いいたします。

藤塚 勝明 君、橋本 日吉 君（二名連名）

新春お喜び申し上げます。皆様今年も宜しくお

願いします。舘盛会長、鈴木幹事あと残り6ヶ月

頑張って下さい。

橋本 日吉 君

昨年度の家族会では女房がとても素敵な健康自

転車をゲットして頂きました。今年も何か良い年

のなりそうです。有難う御座いました。

山崎 賢二 君

入会記念日のお祝い有難うござ

います。また去年は皆様に大変お

世話になりました。能力不足を痛

感した一年でした。本年も相変わ

らず宜しくお願い致します。

原嶋賢一郎 君

明けましておめでとうございます。今年も宜し

くお願いします。

梅野 房子 君

皆様新年明けましておめでとうございます。今

日は結婚記念日お祝頂き

まして有難うございます。

本年こそ欠席が無いよう

頑張ります。

辻 彰彦 君

①クリスマス会ではアイデアいっぱいのプレゼン

トをご提供頂きました感謝申上げます。

②昨年、祖母が他界した為年賀欠礼となり失礼し

ました。本年も宜しくお願い申し上げます。

松崎 正実 君

明けましておめでとうございます。毎週、これ

くらいのスマイルが集まって頂ければと思います。

本年も宜しくお願いします。

中島康次郎 君

あと半年となりました。今後に向けて引き継ぎ
が出来ますよう頑張ります。

本日 61,000円

累計 440,000円



目標額 740,000 円

（一人あたり20,000円）

達成額 7月～12月 310,000円

達成率 41.89％

2010年12月31日現在

「年頭にあたり」 舘盛 道明 会長
今年は兎年でありますが、皆様も飛躍の

年と思われている存じます。私事ですが私

の定方寺では4月1日～31日まで武蔵の国、

相模の国に因んで武相の行事が御座います。

常日頃、物事の決ま

り、教えはありますが、

身を平らに置いて物事

を話し行えば活躍の年

になるのではというお

話です。
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大和中ロータリークラブ半期報告（2010～2011）

2010/12/16 会長 舘盛 道明

7月 1日 クラブ会長・幹事就任にあたり

7月 8日 クラブ管理運営委員会 神作 彰 副会長

7月15日 地区大会について 髙橋 政勝 実行委員長

7月22日 会員増強月間を控えて 入江 公敵 委員長

8月 8日 第１回家族会 横浜文化体育館ボリショイ動物サーカス 親睦活動委員会

会員14・ご家族25・事務藤原 40名

8月19日 地区大会ゴルフコンペについて 郡司 守 実行委員長

8月26日 地区大会について 髙橋 政勝 実行委員長

9月 2日 新世代のための月間にあたり 小柳 智裕 委員長

9月 9日 卓話：馬頭農村塾 元麻布獣医大 石橋 正彦氏

9月16日 卓話：職業奉仕の実践者 梅田 秀雄 会員 石川 健次 会員

9月28日 地区大会親睦ゴルフ大会 小田急藤沢ゴルフ倶楽部

9月30日 米山月間を控えて 原嶋賢一郎 委員長

10月 7日 職業奉仕月間にあたり 髙橋 政勝 委員長

10月14日 地区大会（10月17目の振替）

10月16日 地区大会 大磯プリンスホテル 会長・幹事会

10月17日 地区大会 大磯プリンスホテル 本会議

10月21日 地区大会を終えて（夜間例会） 箱根湯本 ホテル河鹿荘

10月28日 卓話：職業奉仕の実践者 長野 俊八 会員 山崎 賢二 会員

阿萬 正巳 会員

11月 4日 ロータリー財団月間にあたり 郡司 守 委員長

11月11日 卓話：大和市国際化協会

11月18日 卓話：職業奉仕の実践者 神作 彰 会員 岩松 薫 会員

11月25日 ガバナー公式訪問に備えて 佐々本員郎ガバナー補佐

12月 2日 年次総会（2011～2012）石川年度 理事役員承認される。

卓話：里親 大和さくら里親会会長 清水三和子氏

12月 9日 ガバナー公式訪問 2780地区ガバナー 「後藤 定毅ガバナー囲んで」

12月16日 第２回家族会：クリスマス会 木曽路大和店

中略（ＣＤをご確認願います。）


