
●6月30日、今日が最後の例会となりました。

6月23日～25日まで東慶州ＲＣの離就任式に

行って参りました。後藤ガバナーはじめ青

柳会員、石川会

員ご夫妻、神作

会員、梅田国際

委員長、髙橋政

勝会員、横澤会

員、中島会員、

鈴木幹事、そし

て私舘盛夫妻で

す。その際鈴木幹事が副葬品のレプリカを

頂いて参りました。

●ＩＭより239,000円の返金です。

●大和商工会議所にて緊急節電セミナー開

催が6/29に開催、ご報告、回

覧します。

●会員候補者の通知を配布し

ました。ご異議の方は7日以

内に幹事まで願います。

●2011～2012年度 東慶州RC離就任式
梅田秀雄 国際奉仕担当委員長

6月23日（木）～25日（土）の日程で舘盛
会長、鈴木幹事以下13名で行って参りまし
た。収支決算書を回覧致します。

●次年度より 橋本 日吉 副幹事
7月5日11時半より次年度の臨時役員会を

開催致します。次年度の活動計画の承認を
ご検討いただきます。

●出席委員会 長野 俊八 委員長

◆ 7年皆出席 青柳文四郎 君 6月19日

●親睦活動委員会 岩松 薫 委員

お祝いの方々

◆入会記念日 青柳文四郎 君 6月23日

「年度終了にあたり」 舘盛 道明会長

本日2010年～11年度最終例会を迎える事

になりました。想いますと昨年７月1日の第
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平成23年 6月30日第1578 回例会

司 会 ＳＡＡ・小栁 智裕 君

斉 唱 「それでこそロータリー」

ソングリーダー 上田 利久 君

ビジター 河西 正彦（大和田園ＲＣ）

欠席者 ２名 入江君、梅野君

卓話「就任にあたり」 (会長・幹事）
第1回クラブ協議会

第2回クラブ協議会「ガバナー公式訪問にそなえて」

(菊池孝夫ガバナー補佐）

鈴木 洋子 幹事



一例会がつい最近の様な気が致します。

自分の人生の中で是ほど一年が短く感じた

ことはなく、そしてこの一年が私にとって

充実した歳であり、勉強させられた年でも

あり、想いで深い一年となりました。

この一年間の年度の最終例会にあたり
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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

い申し上げます。

舘盛 道明 会長、鈴木 洋子 幹事

2011～11年ご苦労様でした。あっという間の一年で

した。皆様のご協力有り難うございました。

舘盛 道明 会長

2011～11年皆様には大変有り難うございました。何

事もなく終了できたのかどうか私には解りません。と

にかく本日で私の役は終いです。

藤塚 勝明 君

舘盛会長、鈴木幹事 一年間の任務大変ご苦労様で

した。

石川 健次 君、橋本 日吉 君

舘盛会長、鈴木幹事一年間ご苦労様でした。気のせ

いか、晴々して見えます。来週から次年度が始まりま

すが宜しくお願いします。

髙橋 政勝 君

舘盛会長、鈴木幹事 １年間大変ご苦労様でした。

今後も宜しくお願いします。

上田君、古郡君、梅田君、横澤君（以上４名連名）

舘盛会長、鈴木幹事、一年間ご苦労様でした。記念

すべき年に素晴しいロータリーを有り難うございまし

た。

中西 功 君

会長就任当初は健康不安と御見受しましたが、
豈図らんや、日を追う毎に元気になられ、ガバナー
ズクラブの会長を立派に務められた事 嬉しく思
います。坊さんが坊さんのお世話にならなくて良
かった良かった。幹事も大変だったでしょう。ご
苦労様でした。

髙橋 清 君
舘盛・鈴木年度の会長、幹事としての輝かしい

成果をおさめられました。これからは大和中ロー
タリークラブの為にご尽力下さい。

飯田 豊太 君
舘盛会長、鈴木幹事一年間大変ご苦労様でした。

初期の目的を立派に達成致しました。そのうち一
杯やりましょう。

SAA 岸 幸博君、伊藤 英夫君、小栁 智裕君
舘盛会長、鈴木幹事一年間ご苦労様でした。

辻 彰彦 君

おかげ様で一年が過ぎました。有り難うござい

ます。

長野 俊八 君

創業記念日のお祝い有り難うございます。

阿萬 正巳 君

創業記念のお祝いありがとうございます。各企

業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりですが皆

さまのお役に立てるように行きたいと思っており

ます。

横澤 創 君
阿萬さんのお陰で、クラブコンペで優勝する事

が出来ましたシンペリヤのホールにうまくはまっ
たようです。ありがとうございました。

郡司 守 君

ロータリー財団寄付額一人当り＄180を本年度皆様の

ご協力のもと達成できました。お礼を申し上げますと

共に米山記念奨学会委員会も併せて達成できてます。

有り難うございました。

国際奉仕委員会、姉妹クラブ友好委員会

一年間ご協力いただきましてありがとうございまし

た。

長野 俊八 君

出席委員会に一年間ご協力頂きまして有難うござい

ました。会長、幹事一年間ご苦労様でした。

会員増強・会員維持委員会 入江公敏君、阿萬正巳君、

北島照介君、上田利久君、長野俊八君

デキシーの響きが伝わってくる素敵なクラブ入会案

内書…充実しつつある我が大和中ＲＣ…若しよろしけ

れば次年度の案内書とにもどうぞ…。

青柳文四郎 君

入会記念日のお祝いして

頂き有り難うございます。

松崎 正実 君

一年間スマイルにご協力頂き有り難うございました。

会長、幹事一年間ご苦労様でした。ゆっくり一週間お

休み下さい。

松崎 正実 委員長

本日 44,500円

累計 747,500円



「一年を顧みて」退任の挨

拶をさせて頂くこと、幸い

に存じます。

まずは今日まで深い理解と

ご協力頂きました、全ての

役員、すべての会員の皆様、

そして会員ご家族の皆様に感謝を申し上げ

ます。

2010～11年度「地域を育み 大陸をつな

ぐ」のRIテーマで始ったこの年度、 後藤

定額ガバナー輩出のホストクラブとしてす

べての会員が地区大会に向けて個々のパワー

を十二分示せたと思います。10月16・17 日

の地区大会に向けての大和中

ロータリークラブ全会員の気

心の合う行動こそ、他クラブ

では見られない行動かと思い

ました。歓迎の言葉をホスト

クラブ会長として述べさせて頂きました。

禅の言葉を引用し、「曹源一滴水」【ｾﾝｹﾞﾝ

ｲｯﾃｷｽｲ】（一滴の水が大何となる）一滴の

水が山から流れ出でると、そこには小川を

作り、大何となってやがては天下を潤す、

たった一滴の水の尊さ、大切さ、「一滴だ

からこそ粗末にせず」その一滴水は大海の

元泉になり、全ての世界に、とてつもない

可能性を秘めていること。と言う言葉です。

国際ロータリー会長レイ・クリンギンス

ミス氏の掲げる『地域を育み、大陸をつな

ぐ』をテーマに後藤ガバナーの「ロータリー

の基本はクラブにある」これらガバナーの

方針を踏まえ、我がクラブは本年度地域に

根ざした活動を展開し、奉仕活動の中に「明

るく、楽しい」例会を心

掛け「心豊かな」活動を

実行することを誓い、こ

の一年になったような気

が致します。有り難うご

ざいました。

●鈴木 洋子 幹事

所属：国際ロータリー 第2780地区 第6グ

ループ

・クラブ数：68クラブ

・国際ロータリー会長：レイ・クリンギン

スミス

・第2780地区ガバナー：後藤 定毅

・第6グループガバナー補佐：佐々木 辰郎

・会員数 ：年初 37名 現在 35名

入会 1名（引田俊一君）退会 ３名

（小菅実君、北砂富三君、寺田五六君）

・出席率：87.22％

・ゲストビジター数：66名

・例会 通常：37回 夜間：3回 家族会：

3回 取り止め：6回

・スマイルボックス：目標額：1,500,000円

達成額：7月～6月：1,141,000円 達成率：

76.07％

・ロータリー財団：目標額：6,660＄（一人

あたり＄180）

達成額：7月～6月 ドル9,103.65＄ 達

成率：136.69％

・米山記念奨学金 目標額 ：740,000円（一

人あたり20,000円）

達成額：7月～6月 81,5000円 達成率：

110.14％

ＲＩテーマ”地域を育み、大陸をつなぐ”

幹事の要請を受け、承諾したものの諸問

題が山積みの様にあり、どこから手をつけ

てよいか解りませんでした。一番の問題は

大変難しい件でした。あとからいろんな事

を耳にしました。その時は神も仏も無いと

恨んだりしました。神様から頼まれて仏様

の元でお仕えする事になったのに 。でも

神も仏はいあたのです。

会員の方の暖かい協力のお陰で一番の問題
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は解決し、多分会員の皆

様にも納得していただけ

ると信じます。会費値上

げの件もＩＭ等の負担も

会費の中から出す事で承

認していただきました。

予定より会員数が減少しどうなる事かと

思いました。幸か不幸か（いいえ日本にとっ

ては不幸なことでしたが）ＩＭは中止とな

り負担金が返金になる事になりました。決

算書を見ないと何とも言えませんが石川年

度に繰越できる分があると思います。ＲＩ

テーマをお借りします。”大和中ＲＣから

育んで地域へ日本は世界へ皆様の暖かいご

協力有難うございました。

私にとって短い一年でしたが、多くの事が

あり、そのたびにその度に諸先輩の方にア

ドバイスいただき又ご迷惑をおかけしした

事、感謝とともにお詫び申し上げます。

★内容は下記からダウンロード願います。

files.me.com/nakajima22/r5wbc3.mp3
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