



古川陽太郎

副幹事





吉田

会長





君が代・奉仕の理想



飯田

隆男

之



職業奉仕委員長


許

凡

様 (米山奨学生)


神奈川Ｒ.Ｃ

内野剛二郎

君

神奈川Ｒ.Ｃ

山室

宗作

君

神奈川Ｒ.Ｃ

濱田

勝

君

神奈川Ｒ.Ｃ

岩岡眞三郎

君







!

"

)

*

.

/

#$%&'(
+,#01234(
5'6789:678;<67
0=>?@8ABB8CD





◎７月20日山本ガバナー補佐慰労会を開催致します｡
場所

ホテルキャメロットジャパン

詳細は別途連絡致します｡

◎７月１日よりロータリーレートが変更になりました｡
＄１=122円

Ｒ財団寄付

◎入会候補者の報告

＄120=14,640円

友添辰哉様 (紹介者 赤堀和人会員)

◎地区より ｢チャリティ社交ダンスパーティー｣ の事前案内が来て
おります｡



!

日時

９月28日(金)

18時〜

場所

新横浜国際ホテル南館２階 ｢クイーンズホール｣

詳細の連絡が来ましたら再度連絡致します｡
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・例会中は電源を切るか､ マナーモードに設定をお願いします｡
・テーブルメンバー表を配布しました｡ 決められたテーマについて
話し合い､ 報告をお願いします｡
・毎月､ 第一例会は､ 座席を決めさせていただきました｡ 各グルー
プにてテーブルを用意しましたのでご協力をお願いします｡
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R の友 の ｢見どころ､ 読みどころ？｣ を､ ご紹介して参ります｡

【理事】

【役員】
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友

の購読は､ ロータリアンの義務とも言われておりますので､

どうぞ､ ご活用下さい｡
さて､ 今年度第１回目､ ７月号のご紹介は､ 橋本委員長が所用で
欠席のため副委員長の私､ 脇田が務めることになりました｡
この７月号は､ クラブにとって嬉しい事から始まります｡ 今年２
月､ 全員参加で主催した

IM ｡ その講演会で､ 多くの方々の感動

を呼んだ ｢鎌田實さんのお話｣ が､ 縦組のトップ記事

スピーチ

の欄に､ 取り上げられました｡
講演会では､ 前半が健康管理の話でしたが､ 本来のテーマである
後半の部分

夫婦の絆､ 心のふれあい

の要旨が４頁に纏められて

紙面を飾っています｡
どうか皆様､ ぜひこの記事をお読みになって､ あの講演の感動を


江森
雨宮



雑誌委員会では､ 今年度も､ 毎月の第一例会の時に､ その月の

再び噛み締め､ また､ 今や良き思い出にもなった？
国一
和則

会員 (７月５日)
会員 (７月５日)

ホスト役

IM の裏方・

の様々なご苦労も思い起こして下さい｡ それを慮って

(おもんばかって) くれたのでしょうか､ 原稿の末尾に､ 初めての
ことですが

ホスト神奈川東 Ｒ.Ｃ

の名前が明記されています｡

クラブにとって､ チョット誇らしく､ 心地好い記事掲載になりまし
た｡
同じ縦組の11頁
神奈川西

言いたい､ 聞きたい

の欄に､ 先週で消滅した

の尾崎春人会員の投稿 ｢ソングリーダーの独白｣ が掲

載されています｡ 例会のその日の雰囲気を醸し出す役割を担う､ ソ
ングリーダーの重要性を､ もっと考えてもよいのではないかという､
なかなか読ませる原稿と思いました｡
最後に､ 今月号の表紙は､ RI の新会長ご夫妻と今年度のテーマ


◎RI の規定審議会があり､ 出席率 60％→50％ に変わりました｡
◎７月２日神奈川 Ｒ.Ｃ に加藤幹事と表敬訪問して参りました｡
神奈川西 Ｒ.Ｃ より 12名が移籍､ 合計会員数54名でスタートと
のことです｡
◎石川正三会員がロータリーの友編集担当常任委員に委嘱されまし
た｡

とデザインが紹介されています｡ 縦組の25頁にありますように､ 来
月号から来年６月号までは再び､ 全国の会員から寄せられた写真が
表紙を飾ることになります｡ この企画はそれ以降も継続される予定
のようですので､ クラブに大勢おられる､ カメラの ｢腕自慢｣ の皆
様､ どうか､ じっくりと､ ご自分の作品を吟味されて､ 近い将来う
ちの会員撮影の写真が､ この
します｡

友

の表紙を飾れるよう､ お願い致
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９月７日直前幹事慰労会開催予定｡ 詳細は別途連絡致します｡

ご指導下さい｡
OP5Q
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委員長

今年度も楽しいロータリー活動が出来ます様よろしく
吉田会長､ 加藤幹事一年間ご健闘をお祈り申し上げま

す｡





vt

R S 吉田さん､ 加藤さん､ 一年間よろしくお願い致します｡
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年度の活躍を期待しています｡
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山田

正憲

いよいよ新年度になりました｡ 吉田会長年度の発展と

幸運をお祈りします｡
Y



吉田会長､ 加藤幹事他理事､ 役員､ 委員長の皆様､ 本

SAA



吉田会長､ 加藤幹事はじめ理事､ 役員の方々､ 一年間

ご苦労様です｡
Z[W\

吉田､ 加藤丸の出港を祝して｡

り､ ありがとうございました｡

]

吉田会長､ 加藤幹事､ 理事､ 役員の皆様､ 本年度一年



よろしくお願い致します｡ 吉田丸の出航を祝し､ 久し振りに一句

 神奈川西ロータリークラブではいろいろお世話にな
吉田会長さん､ 加藤幹事さん一年間､ 思う存分のご活

^

何もない､ 思う心に何かある

躍をお祈り致します｡

(青柳先輩スイマセン)

 久しぶりでお邪魔します｡ お世話になります｡

_X

吉田､ 加藤丸の出航を祝して



新生､ 吉田丸の出航をお祝いして｡

/@:#

吉田､ 加藤丸の出発を祝して｡

執行部の皆様､ 一年間よろしくお願い致します｡

FV`a

会長､ 幹事､ 本年度よろしくお願い致します｡

誕生祝いありがとうございます｡

bcd

吉田会長､ 加藤幹事､ 一年間がんばって下さいすば



らしい吉田年度であります様に協力していきます｡ よろしくお願い







 ①吉田会長､ 加藤幹事の出航を祝して ②お誕生祝い､

ありがとうございます｡

します｡
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順調な航海にて､ 気持よく年度末を迎えられます事を

①吉田会長､ 加藤幹事そして理事､ 役員の皆様一年間

祈念しまして｡

頑張って下さい｡ 無事帰港することをお祈り申し上げます｡

$%&'

いよいよ新年度､ 一年間よろしくお願いします｡

②司会役の古川副幹事も一年間頑張って下さい｡

()*

今年一年､ 会員各位のご協力をよろしくお願い致しま

ghij 吉田丸､ しっかりと船に乗らせていただきます｡ ゆっ

す｡ 昨日､ 前事務局の一柳さんに逢いました｡ お元気そうで､ 皆さ
んによろしくとの事でした｡
+,-

吉田会長､ 加藤幹事さん､ 一年間よろしくご指導下さ

い｡
./01 本日より吉田年度が始まります｡ 会員各位のご協力・

くりのんびりと船出致しましょう
klmn

所用の為､ 中座させていただきます｡

eo

本年度もよろしくお願いします｡

p
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吉田､ 加藤年度の kick off を祝して｡ 一年間､ ニコ

ニコにご協力お願いします｡

ご支援を何卒よろしくお願い申し上げます｡
2

34

①新しい船出を祝して

②許凡 (キョボン) さんよ

うこそおいでいただきました｡
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本年度､ 大役を仰せつかりました｡ 大変です｡ 一生懸

命､ 自分なりに頑張ります｡ 皆様どうかご協力お願い致します｡ 吉
田会長､ 加藤幹事､ ご指導よろしくお願い致します｡
7

8
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出席委員会の田中です｡ よろしくお願い致します｡
吉田年度の卓話にご期待下さい｡ スピーカーに豪華メ

ンバーを準備しています｡
;<=> 吉田会長､ 加藤幹事の一年間のご活躍を祈念致します｡
がんばって下さい｡ 会員席､ 再デビューの年です｡ 皆様よろしくお
願いします｡
?@

A

吉田会長､ 加藤幹事の順風満帆の船出を祝福し､ 航海

の無事を祈ります｡
B

C

D:E

吉田さん､ 加藤さん一年間よろしく｡
吉田新会長を初め理事､ 役員､ 委員長の皆様一年間よ

ろしくお願い致します｡
FGHI

吉田会長､ 加藤幹事､ 一年間よろしくお願いします｡

J K 吉田会長､ 加藤幹事､ 一年間よろしくお願い致します｡
LM I 待ってました｡ 吉田､ 加藤丸､ 楽しい航海を！ナビゲー
ターの古川さんいつものままで！
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今年度､ 会長を仰せつかりました吉田でございます｡

います｡ また絵本の英訳につきましてはフェリス女学院の協力をえ

これまで先達が築いてこられた伝統ある神奈川東ロータリクラブ

て引き続き行っていきたいと思います｡

の歴史を振り返ってみますと､ 大変光栄であり､ 同時にその責任の
重さに身の引き締まる思いでございます｡
会員皆様方のご期待に充分応えてやっていけるか不安もあります
が､ 微力ながら誠心誠意会長の責務を果たしていきたいと思います
ので､ よろしくお願い申し上げます｡
さて2007年〜2008年度国際ロータリー会長ウィルフリッド J. ウィ
ルキンソン様のテーマは ｢ロータリーは分かち合いの心｣ となって
います｡

ロータリー財団への寄付につきましては､ １会員年間120ドル以
上の寄付と､ ベネファクターは２名を目標としお願いしていきたい
と考えております｡
米山奨学金への寄付については､ 全会員に普通寄付5,000円､ 特
別寄付20,000円をお願いしたいと思います｡
また今年度､ 中国からの米山奨学生１名をお預かりしますが､ 従
来通りの対応をしていきたいと思います｡
この様に今年度の各委員会の委員長及び会員の皆様方にはご多忙

このことにつきまして､ 次の様に述べています｡

の中､ 一年間､ 本当にご苦労をおかけしますが､ クラブ指標に基づ

ロータリアンというのは､ 実に豊かな多様性に満ちた人々の集ま

いて活動計画をたてていただき､ できるだけ実行していただきたい

りです｡ さまざまな国でさまざまな言語を話す私たちは､ 信仰も政

と思いますのでよろしくお願い申し上げます｡

治的見解も､ ひいては哲学的な信念をも異にしています｡ 120万人

この活動計画の中でも親睦活動委員会には例会時の受付における

の会員の間に共通する一本の強力な糸が存在するとすれば､ それは

対応の見直しなどをしていただき､ 気持ちの良い例会の雰囲気作り

｢分かち合い｣ という名の精神でできた糸です｡ ロータリアンは､

に､ さらなる努力をお願いしたいと思います｡ またクラブ内の行事

広大な範囲の人道的､ 社会的問題に挑むプロジェクトを効果的に遂

の全てに､ 委員会全会員で協調して活動できるような環境作りもお

行するために､ 自らの時間や才能､ 専門知識､ 資金を分かち合って

願い致します｡

います｡ また､ 思いやりと熱意を分かち合い､ 恵まれない人々を助

次に地区補助金申請につきましては､ 社会奉仕委員会及びロータ

け､ より良い世界を築こうという決意を分かち合っています｡ さら

リー財団委員会が既にたんまち福祉活動ホームへの支援のプロジェ

には､ ロータリーを世界第一級の奉仕団体への発展させた比類なき

クト計画を地区に知らせておりますが､ 遂行できます様に､ 活動計

奉仕への情熱を分かち合っているのです｡

画をたて実行の程お願い申し上げます｡

この基本的とも言える寛大な精神を2007−08年度のテーマに反映

会員増強につきましてはクラブ純増２名を目標としますが､ 魅力

したく､ 私は ｢ロータリーは分かちあいの心｣ というテーマを選び

あるロータリークラブであれば会員増強は自然に進んでいくものと

ました｡ このテーマが､ 次年度､ すべてのロータリアンにとって誇

考えます｡ クラブが充実しロータリーの魅力が解ってもらえて､ 段々

りの原点となり､ また､ 私たちの活動の原動力となってくれること

と会員数が増えていくのが理想と考えておりますので､ 年度末に目

を願います｡

標以上の結果がでれば良いものと思います｡ また裏腹にあります退

分かち合いと言うと､ 大勢による偉業を推進することを連想され

会防止には､ クラブ全会員で取り組んでいく所存でございます｡

るかもしれませんが､ それは同時に一個人による行為であり､ 個人

今年度､ CLP (クラブ・リーダーシップ・プラン) に関しまし

的な選択でもあります｡ 私たちの一人ひとりがどれだけの時間とエ

ては導入するための議論及び検討の場を設置したいと考えています｡

ネルギーをロータリーに捧げるかを決めるわけですが､ その決意が

また､ 2007〜2008年度地区大会におきましては､ コ・ホストクラ

やがては､ 各クラブが地元や海外の地域社会とどれだけ分かち合う

ブとして地区大会実行委員会で ｢新世代委員会｣ を担当し協力する

ことができるのかを決定づけるのです｡ ですから､ 私は皆さんにお

こととなっておりますので､ 関連します会員の皆様方にはご迷惑を

願いしたいのですが｡ どうか､ これまで以上にロータリーと個人的

おかけ致しますが､ ご協力の程と､ 地区大会への多くの会員のご出

にかかわり､ 奉仕プロジェクトと会員増強の両面から積極的に参加

席の程をよろしくお願い致します｡

して下さい｡ 以上が RI 会長の述べられた言葉の一端です｡
私は今年度2590地区ガバナー亀ヶ谷様の地区指標などを踏まえな
がらクラブ指標を考えさせていただきました｡
まず､ 第一には前年度の小池会長年度に台湾滬尾ロータリークラ
ブを公式訪問し､ 姉妹クラブの締結がなされました｡
そして今年10月頃には台湾の滬尾ロータリークラブが訪日し､ 私
共クラブに公式訪問する予定になっていますが､ その時は友好を深
める様な歓迎式典､ 懇親会を行いたいと思います｡

その他にも多くの重要な事業などがあります｡ また新たな問題も
もちあがってくるものと予想されますが､ その都度､ 全会員と情報
を共有し､ 理事役員会､ PP 会などで審議を充分に尽くして遂行し
ていく所存でございます｡
毎週ある例会につきましては､ 出席してホッとする場になれば良
いと考えております｡
せっかく時間をやりくりして出席した例会ですから､ 他の会員と
楽しい会話をして安らぎ､ 感銘を受ける話､ 勉強になる話､ 感動を

次に４大奉仕につきましては小池年度を､ できるだけ踏襲してい

受ける話など､ ためになる卓話を拝聴し､ ロータリークラブの会員

く考えですが､ その中の奉仕活動の一つとして福祉活動のホームへ

であって良かったと思える例会にできればと思います｡ それには

の支援､ ｢地域まつり｣ におけるスリランカ支援募金活動 (絵本の

SAA をはじめ例会に関連する各委員会のきめこまやかな対応をよ

贈呈､ 井戸の建設支援) なども今まで通り行っていきたいと考えて

ろしくお願い致します｡

最後になりますが､ 定年のないロータリークラブの会員として継
続していくためにも､ 無理をせず､

自然体

で活動し､ 自分のた

めになる､ 社会のためになる､ 世の中の人のためになるなど､
めになる魅力あるロータリー

た

になる様に運営していきたいと考え

ておりますので､ 会員皆様のご協力の程､ 重ねてお願い申し上げま
す｡
以上をもちまして会長の挨拶とさせていただきます｡







その基礎の上にロータリー活動がなければならないのではないで
しょうか？そのお互いに理解し合える心の信頼と友情がなければ組
織は円滑に動きません｡
勿論クラブを活性化する為には増強は欠かせない訳ですが会員の
質を高めるという視点で考えますと､ 今年度は地区から例年に比べ
てあまり高い増強の目標が出ていないのは良い事だと思います｡
さて私の今年度の役割は奉仕部門のまとめ役のようですけれども､
それぞれの委員長が優秀な方々が出ておられますし､ 素晴らしい計
画も立てておられると思いますので､ むしろ吉田会長と加藤幹事に
吉田隆男会長が今年度のクラブテーマとして ｢自然体で､ ために
なる､ 魅力あるロータリー｣ と掲げました｡ この会長指標こそロー
タリアンが総じて期待する理想のクラブ運営ではないかと思います｡
肩肘を張り､ 週一回昼食を共にするだけの例会では何の魅力も感じ
ないばかりか､ 会員増強､ 退会防止､ 例会への出席率向上等に無縁
であることは言うまでもありません｡

実務面はお任せして､ 役員・委員長の方々と一般会員の方達との意
見調整が出来ればいいのかなと考えております｡
どこまで会長・幹事のお役にたてるか判りませんが､ 先程の問題
や世代間の考え方の格差の解消に努力して参ります｡
また今期の役員・委員長の皆さんとも意思の疎通を図って夫々の
活動計画が達成されるよう願っております｡

幸い当クラブに関して申せば､ 伝統的に会員同士がフレンドリー

その結果として､ 更に楽しい､ そしてより格調あるクラブに成長

で協力的であり地区内に誇れる模範クラブであると私は確信してい

する一年になりますように､ 会員皆様の忌憚の無いご助言と暖かい

ます｡

ご援助をお願い申し上げます｡

しかし､ 創立31周年を越えた今､ もう一度原点に立ち返りロータ
リークラブのあるべき姿を見詰め直し取り組もうとする会長の意が､
先の会長指標に強く込められているのだと感じ取る事ができます｡







古参会員がクラブの将来に何を感じ､ 新会員がロータリーに何を期
待しているのか真摯に耳を傾け､ 本年度が ｢これからの神奈川東ロー
タリークラブのあり方を知る価値ある一年でしたね｡｣ と会員各位
から評価していただけるよう､ クラブ奉仕委員長として強力を惜し
まず､ 無論､ 岩澤副会長と共に例会その他に於いて会長業務を側面
から補佐する副会長としての重責も合せて果せるよう微力ではあり
ますが努める所存です｡ 今年度､ 関連各委員会および会員各位の一
方ならずご協力をいただけます様､ よろしくお願い申し上げます｡






今年度会長指標であります ｢自然体で､ ためになる､ 魅力あるロー
タリー｣ は非常に含蓄のあるテーマです｡

2007〜08年度吉田会長・加藤幹事のもと､ 会長エレクトの大役を

私は日頃からロータリアンとは先ず一般常識を高め､ いろいろな

仰せつかりました犬飼和春です｡ 今年度吉田会長指標は ｢自然体で､

人の心と立場を理解して信頼と友情を育てることによって､ 社会に

ためになる､ 魅力あるロータリー｣ であります｡ このことを念頭に

貢献できるような人格を養成ことが第一ではないかと考えておりま

置き､ 私に課せられた委員会 (職業分類､ 会員選考､ 会員増強､ ロー

す｡

タリー情報委員会) を担当していきたいと思います｡

私の神奈川東ロータリークラブ入会は昭和57年で､ マイペースの
まま今年で25年が過ぎてしまいました｡ 今は神奈川区歯科医師会の

訪問ですが９月14日に林ガバナー補佐が10月５日に亀ヶ谷ガバナー
がそれぞれ公式訪問されます｡

会長任期が終わりほっとしているところです｡ 歯科医師会､ 審査会

そして地区大会は11月17､ 18日になります｡ この日は今からスケ

を主に活動して来たため､ これまで神奈川東ロータリークラブの皆

ジュールに必ず入れて下さい｡ 当日全員出席により我が神奈川東の

様にご迷惑は多々お掛け致しましたが､ 役に立ったことは記憶にな

勢いを地区へ示したいものです｡

い次第です｡ そろそろ付けが回ってきたと観念しました｡ 最近のロー
タリー会員名簿に目を通したところ､ 当クラブの昭和入会者は現在
15名弱で､ そのうち会長未経験者が数名でした｡ この２年間ロータ
リーを精一杯頑張ってみる所存でございます｡
私のロータリー歴で唯一誇れるのは100%出席を入会以来続けて
きたことです｡ メークアップに苦労したことは多々ありましたが､

クラブ内では例年の活動と変わりませんが､ 本年度の特徴は日程
の関係で夜間例会が年４回あります｡
それぞれ楽しい企画をと考えておりますが未だ具体案がありませ
ん｡ 会員の皆様のお知恵を拝借できればと思っておりますのでよろ
しくお願いします｡
本年度幹事の目標としては､ クラブ内の円滑なコミュニケーショ

これからも自分の掲げた目標達成まで努力し頑張ってみようと思っ

ンと情報の共有化を目指したいと思っております｡ つきましては地

ております｡ 多分あと１〜２年で出席免除会員になれると思います

区会議出席の委員長は必ず例会で報告していただける様､ ご協力下

が､ それまで100％出席を貫くつもりです｡

さい｡

吉田会長・加藤幹事も私と同じ団塊の世代です｡ 考え方も行動も

最後になりましたが前年度は事務局交代､ 西クラブ合併と大きな

一致するところは多く､ これまで勉強不足の私も同じ団塊世代の古

出来事がありましたが､ 渡邉前幹事の大変な努力によりスムーズに

川副幹事と共について行けると信じています｡ この一年間の研修期

新年度を迎える事が出来ました｡ 感謝申し上げます｡

間の間､ よろしくご指導ご鞭撻を切にお願いし､ 次年度へ継承して

しかしながら私も未熟者であり､ 事務局も一年も経っていません

いきたいと思います｡ これにて会長エレクトとしての新年度のご挨

ので不明な点も多く､ 皆様にはご迷惑をお掛けすると思いますがロー

拶とさせていただきます｡

タリーの寛容の精神にて一年間お付き合いを申し上げ挨拶とさせて







いただきます｡


本年度､ 幹事役を拝命しました加藤です｡
前々年 江森会員､ 前年 渡邉会員と優秀な幹事の後で大変プレッ
シャーがかかりますが､ 吉田会長並びに理事役員､ 委員長皆様の御
指導を得ながら､ 一年間世話役として努めさせていただきますので
よろしくお願い申し上げます｡
さて本年度 R.I ウィルキンソン会長テーマは ｢ROTALY SHARES
(分かちあいの心)｣ です｡ そして我クラブ吉田会長方針は ｢自然体
でためになる魅力あるロータリー｣ であります｡
特に吉田会長は例会を充実させる事に一番の目標に置いておりま
す｡ 楽しく和やかな雰囲気､ 美味しい食事､ そして有意義な卓話を
聞ける例会であれば皆様満足し､ しいてはクラブの出席率向上､ 会
員増強に必ずや繋がる事と思います｡

会計の館野典久会員が所用で欠席のため代読させていただきます｡
本年度､ 会計を仰せ付かりました舘野です｡ よろしくお願い致し
ます｡
今年で会計を受け持ち早４期目となりました｡ 慣れては来たもの
の昨年度から事務局の体制が変わり､ 会計ソフトの入れ替えなど変
化の年となっております｡ 吉田会長､ 加藤幹事にもご迷惑をかけな
いよう滞りなく仕事をこなし､ 朝日副会計にもご協力を賜りながら
がんばってまいりたいと考えております｡
新年度の始まりから欠席して申し訳ございませんがよろしくお願
い致します｡

例会の50％を占める卓話は特に重要になります｡
植田委員長をはじめとするプログラム委員会の皆様は既に数回の
会合を重ね講師の検討をしておりますので､ 是非御期待下さい｡ そ
して田委員長の親睦委員会におかれましても､ 受付方法､ ビジター
歓迎方法等色々計画されてる様ですので楽しみでもあります｡
続きまして幹事として今年度の日程をご案内致します｡ まず公式
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