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親睦・ロータリー家族委員会 戸張
美穂委員長／本日例会後、親睦委員
会を開催します。
会報委員会 冨岡弘文会員／花岡さ
ん追悼号の原稿の締切りを8月16日
まで延長致します。多くの方から寄
稿いただいているので更に集まるの
ではと思います。

スマイルBOX

本日

¥97,000

楽しみ下さい。島巻さん、本日の卓話よろし
くお願いします。
◆吉岡善一会員／植松様、ご入会おめでとう
ございます。これから、よろしくお願いいた
します。島巻さん、本日の卓話楽しみにして
おります。
◆石高誠一会員／植松様ロータリークラブに
入会おめでとうございます。これからよろし
くお願い致します。
◆三浦高義会員／植松様、ご入会おめでとう
ございます。若手の入会はとても心強いで
す。
◆相原聰会員／植松朗代さん、ようこそ大和
ＲＣに入会いただきました。オペラの2重唱一
緒に歌って下さいね。
◆石井規子会員／本日、初めて司会を致しま
す。ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願い致
します。植松さんご入会おめでとうございま
す。若いパワーで宜しくお願い致します。
◆植松さん入会おめでとうございます。これ
からも宜しくお願いします。※お名前なしで
した。

日付

時間

回数

8月 27日（火）

12：30

2684

第１回クラブフォーラム「これからの会員増強について」

9月

3日（火）

12：30

2685

ガバナー公式訪問

9月 10日（火）

12：30

2686

会員卓話

17日（火）

例会日

会員数

7月 30日

31(7)

8月 6日
8月 20日

知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 冨岡 弘文
副幹事 / 三浦 高義
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org

第 2682 回

¥15,000 累計

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会
員／①植松朗代様入会おめでとうございま
す。これからはロータリーライフを楽しんで
下さい。②島巻風花さん、本日の卓話楽しみ
にしています。③ロータリー家族として例会
に出席して頂きありがとうございます。
◆佐々木和夫会員／本日は、植松さん、入会
おめでとうございます。またお客様が多くて
楽しい例会になりましたね。
◆古木通夫会員／自宅の庭に、となりの竹が
越境！竹の子ニョキニョキ状態！猛暑の中
根っ子退治頑張って、どうにか完了しまし
た。疲れた～。
◆増正之会員／植松朗代様入会おめでとうご
ざいます。これからもよろしく。青少年交換
学生、島巻風花様、ご苦労様でした。
◆冨岡弘文会員／交換留学生、島巻風花さ
ん、本日は帰国報告の卓話をよろしくお願い
します。とても楽しみです。ブレザーのバッ
ヂもたくさん集まりましたね！
◆伊藤健司会員／植松さん、ご入会おめでと
うございます。末永くロータリーライフをお

9月

【大和ロータリークラブ活動方針：

お誕生日のお祝い：吉岡和子様

指揮：戸張美穂会員
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プログラム内容

第2780地区 杉岡芳樹ガバナー

とりやめ例会

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々回

25

89.29

3

本田、田辺、上田

32(7)

前回

25

83.33

5

本田

32(7)

本日

森川

田辺

上田

川本

国際ロータリーテーマ

2019年8月20日発行

2019 年 8 月 6 日(火)

司
会 / SAA 武田 茂 君
斉
唱 / 「君が代」・「ニュージーランド国歌」・「奉仕の理想」
Ｓ.Ｌ.
/
戸張 美穂 さん
ゲ ス ト / 青少年交換学生：島巻風花さん
ロータリー家族：市橋菜香さん 市橋凱竜さん カルバー・ジュドウィフェンさん
入会式
/ 集客コンサルタント 植松 朗代 様
ビジター / なし

会長の時間

伊藤 彦二

会長

今日6日は広島に原爆が投下された日です。 大和ロータリーク
ラブが2014年 7月に引地台公園内に 「緑の遺産」 と題してイ
チョウを植尉致しました。
今日はイチョウの木の前に書かれている命と平和のメッセージ
を紹介致します。
「この木は広島県縮景園にある被爆2世のイチョウを植樹したも
のです。母なる木は1945年8月6日に投下された原子爆弾によ
り被ばくしました。
瓦礫の街と化した広島。しかし、わずか数か月後復興を目指す
人々を勇気づけるように被爆した木々からは新しい芽が生まれ
てきました。そして今日も葉を茂らせ核兵器の恐ろしさを伝える
証人として生き続けています。
緑豊かな地球と核の驚異のない世界をめざし被爆揖木をメッセ
ンジャー(緑の遺産)として世界各地に植樹する活動「グリーン・
レガシー・ヒロシマ」は 2011年7月に始まりました。今を生きる私
たちが未来を生きる子どもたちに命と平和の大切さを忘れること
のないよう静かに力強く世界中でメッセージを送り続けます。
大和ロータリークラブはこの活動に賛同し、引地台公園に「緑
の遺産」を植樹します。」
先H、市民から電話がありました。「この春、イチョウの苗木を子
供たちが抜いてしまい、 違う場所に植えたようだ。 そのイチョウ
の苗木から40枚ぐらいの葉がついてきているので元のところに
植えてほしい。 」 という住民からの要望です。 「この暑さで移動
すると枯れてしまう恐れがあるので来年、 舂に植え替えます。」
と回答しました。 翌日行ってみると元の場所に植えられていま
した。
私は会社の行き帰りに水をあげています。 枯れてしまわないよ
うに只々見守しかありません。公園の管理人の方から「何か行う
時には腕章を付けて下さい。」と指示されました。

市民の方々の見守りによりもとに戻ったイチョウの木が命の尊
さ、平和を願うメッセンジャーを伝えたのではと思います。

幹事報告

松川 健治

幹事

・ガバナー公式訪問（9月3日（火）例会後の懇親会に出席
をお願いします）
・ガバナーへの質問があるかたは、用紙に記入して幹事に
提出してください。
・事務局夏休み8月8日（木）～8月15日（木）までです。
・RI会長歓迎会が8月７日に鎌倉パークホテルにて行われ
ます。会長出席カード予定
・ガバナー月信・表紙写真（奉仕活動）をテーマに各グ
ループ一枚お願い。第６グループは２月号

前年度または

今年度の良い写真があれば提出お願い致します。締切11月
末
【ＡＧ訪問のついて】
・ＡＧ訪問着の際にはDVDを7分間上映（パソコン、プロ
ジェクター用意）
・30分の時間を確保お願い致します
・ガバナーへの質問は事前にメールお願い致します。
【ポスティング】
・次第・週報・第2回理事会議事録
【回覧】
・第11回やまと子ども絵画大賞開催のご案内
・リベルタ・アムダ年次報告書

大和ロータリークラブ週報
・カウントダウンではランタンをあげたりしまし
た。
・海がとてもキレイで家族のみんなとよく行きまし
た。
・台北の西門に行ったり、アメリカ人の友達と太鼓
の達人もしました。
・台湾の国会議事堂や中正記念堂も行きました。
・千と千尋の神隠しでも有名な九分にも行きました
が三回とも雨で残念。
・白菜の宝石が有名な石の博物館の写真です。
・遊園地や動物園も行き楽しかったです。日本人の
かたも多くの見かけました。
・夜市は毎晩のように行われます。色々なゲームな
どもあり沢山の思い出ができました。
ホストファミリーの写真です。
３組の家族に御世話なりました。自分が長女のため
に初めは年上がいることに戸惑いました。積極的に
話してくれる方もいて嬉しかった、ロータリーの留
学経験がある方もいたり、
台湾の経済や政治の話などすることもあり勉強にも
なりとても良い思い出になりました。

卓話
「台湾留学を終えて」
青少年交換学生

島巻 風花さん
【治平高中】

・台湾で出迎えていただいたときの写真です。大変
温かく迎えていただきました。
・色々なことを学んでいる学生がいました。私は語
学を主に学びました。
・学校の制服が可愛く制服を着るのが本当に楽しみ
でした。
・台湾では日本では珍しいですがお昼寝の時間があ
り、この時はスマホも禁止で廊下に出ると注意を受
けます。ジャージでの登校ができました。
【愛心志高】
・軍の体験授業がありました、とても大変でした。
身振り手振りで必死についていきました。
・花火なども見て大変良い思い出になりました。
【中原大学】
・台湾の美味しい食べ物がたくさんあります。焼き
餃子より水餃子が多いです。牛肉を煮たものが入っ
ているそうめんが美味しかったです。チョウフヨウ
という食べ物は苦手です。
お茶が甘かったりして、台湾は甘いものが多かっ

たです。タピオカが日本でも流行っていて驚きまし
た。
・毎週金曜日二、三時間練習してベリーダンスも覚
えました。
・山登りもしました。
ロータリーの学生同士の交流も盛んでした。
・お餅を作ったり、最終的には小麦粉の投げ合いに
なりました。
・ペイントボールを当てあうサバイバルゲームは本
当に怖くて物陰に隠れていました。
・クリスマス会ではローテックスのかたが内緒で家
族のメッセージ&ビデオがあり、
大変嬉しかったです。

植松 朗代 さん

ご入会
会

今回卓話で話したのは留学の一部分であり、他にも
沢山の思い出があります。
一番仲の良く共通の趣味があったフィンランドの友
達が帰国してしまったときは、自分も精神的にきつ
かったです。留学中は連絡がとれませんでしたが、
現在は学校にも通っていると聞きまた仲良くするこ
とができています。
フランスの友達も帰国してしまい、なぜ私のまわり
の友達は帰国してしまうのかと思い大変な留学でも
ありました。
ただ、学生の方々に助けて助けていただいたり、
ロータリーの方々も本当に気にかけてくださりリフ
レッシュにもなりました。

おめでとうございます

台湾の方々日本の方々本当に助けがあり、ここまで
やってこれました。
第一歩を踏み出せたのはここにいる皆さんのおかげ
です。ありがとうございました。
これで台湾留学生活の報告を終わります。ご清聴あ
りがとうございました。
冨岡さん
島巻さんはイラストレーション、美術の勉強がした
いということで、その準備を進めているところで
す。この留学経験を生か自分の目指すところで活躍
していただきロータリアンとしてまた迎えられたら
と思います。
これからはローテックスとして後輩の指導などの役
割があります。
このように無事帰国しこのように報告ができたとこ
を嬉しく思います。
今回は本当にありがとうございました。

台湾での留学風景

武田会員より今日のクイズ

意外とわからない目の表情。観察力
と親睦度が試されるクイズでした。

