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大和ロータリークラブ 週報

今年も、花巻南RCを訪問しました〜

令和元年11月14日（木）〜1５日（金）

RI第2780地区

国際ロータリーテーマ

http://www.yamato-rc.org/

Yamato Rotary Club Weekly

おじさん5人で遠足ドライブ。 キャンピングカーやマイカーで便乗観
光。 出張先からの直行参加の方も！
それぞれの日常からの花巻集合。
会長幹事をはじめ、花巻が大好きになってる常連組に、来年の会
長・幹事は初参加。
なんと13名で、賑やかに例会出席です。
そのあとは、ロータリー15年で初めてカラオケやった人、翌日のゴル
フでガッチリ賞品ゲットの人。家族サービスの人もいましたね！
花巻南の方々とはもちろん、大和のメンバー同士の友情も深まる旅
となりました。

http://www.yamato-rc.org/

【大和ロータリークラブ活動方針：

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 2693 回

2019 年 11 月 17 日(日)

絵画コンクール移動例会
ゲ ス ト
/
ビ ジ タ ー /

大和商工会議所会頭 河西 正彦
大和中 RC 橋本 日吉 様

様（大和田園 RC）

大和市内から小学生350人の家族の絵が大集合！
おもてなしの豪華賞品！
（スコアーはナイショ？）

スマイルBOX

本日

¥5,000 累計

¥260,000

ポリオ募金

¥4,351

◆会長伊藤彦二会員、幹事松川健治会員／①11月9日、10日などを含めて、11月17日までイベントが有
り会員の皆様ごくろうさまでした。②米山功労者第3回マルチプルありがとう。
◆古木通夫会員／米山表彰も20回！飲み代を削った成果です。
◆冨岡弘文会員／産業フェア、花巻南、絵画コンクールと、皆様たいへんお疲れさまです。11月は盛り
だくさんでしたが、無理せず、積極的に参加すると更に楽しくなると実感です。
◆相原聰会員／児童絵画コンクール展示会、表彰式がお陰様で無事終了致しました。皆様のご協力あり
がとうございました。表彰式は絵画のような「楽しい家族の風景」になりました。

日付
今
後
の
情
報

時間

回数

プログラム内容

11月 26日（火）

12：30

2695

イニシエーションスピーチ

12月 3日（火）

12：30

2696

年次総会

12月 8日（日）

8：30

2697

移動例会「交通事故撲滅大作戦」於：大和自動車学校

12月 10日 (火）

植松

朗代

会員

受賞した君たちには、夏休みの作品が一生の思い出になったね！

おめでとう！！

※振替休会（交通事故撲滅大作戦）

例会日

会員数

出席 出席％ 欠席

欠席者名

11月 17日

33(7)

前々回

23

76.7

7

籾山、本田、田辺、上田、川本、植松、森川

11月 19日

33(7)

前回

23

71.9

9

本田、石高、森川、戸張、田辺、石井、川本、原田、植松

11月 26日

33(7)

本日

自宅で展示の下準備をして下さった武田ご夫妻、 当日、早朝から設営をされた方々、表彰式、会場管理で長時間関
わった方々、 撤収に携わった方々、 社会奉仕委員会の皆様、 大変お疲れさまでした！

大和ロータリークラブ週報
卓話 「姉妹友好クラブについて」
国際奉仕 姉妹友好クラブ委員会 伊藤健司 委員長
第 2694 回 2019 年 11 月 19 日(火)
司
会
/ SAA
武田 茂 君
斉
唱
/ 「 四つのテスト」
Ｓ.Ｌ./ 相原 聰 君
（ゲスト・ビジターなし）

会長の時間
9日・10日の産業フェア、13日からの花巻南RCへ表敬訪問、そして17日（日曜日）は第1回大和児童絵画
コンクール2019、会員の皆様ご苦労様でした。
児童絵画コンクールは大変な反響を呼びました。新しい企画を実施することは労力もかかりますが無事
に成功を収めたことを嬉しく思います。そして互いに良い思い出になったとことと思います。
次にロータリーの友の紹介です。
11月号に花巻南RC鎌田定悦会員の手記が掲載されています。探求心がとてもある方と思いました。地元
である宮沢賢治の人となりの影響はあるように思いました。
大和RC元会員の井上氏が宮沢賢治と遠縁でありました。花巻南RCと縁を結んでいただいたことに感謝で
す。
大和RCからは吉岡善一委員の会員増強に関しての感想が掲載されています。投稿はロータリアン意識の
向上にもなりクラブのさらなり進歩に繋がると思います。是非、目を通してください。

幹事報告
【幹事報告】
・12/3(火）は年次総会です。
・12/8（日）は交通事故撲滅大作戦です。
【ポスティング】
・次第・週報・クリスマス会ご案内・議事録
・ガバナー月信・交通事故撲滅大作戦チラシ
【回覧】
・ポリオ根絶チャリティコンサート企画
・赤十字より献血のお礼
・大和商工会議所退任、就任のご挨拶
・大和市社会福祉協議会特別会員加入の御礼状
・大和市民まつり協賛の御礼状

米山表彰 おめでとうございます
古木通夫 様
米山功労者メジャードナー 第20 回
伊藤彦二 様
米山功労者マルチプル 第3 回
森川良三 様
米山功労者マルチプル 第2 回

【伊藤委員長】
「姉妹友好クラブ」委員長の伊藤です。姉妹友好クラブは、クラブの中でも新しい委員会で
す。現状では、台北や花巻に行かれる方が固定化しているようです。
ロータリーの目的の中で、国際理解、親善が姉妹友好活動の目的です。
「好きな人がやれば良い」というのではなく、クラブとして積極的に関わって行く必要がある
と考えます。
本年度は、顔の見える交流が活かされよう積極的に渉外活動を実施します。「わざわざ出向
く」ことが良い関係を築くのです。
11月14日15日に花巻南RC訪問をし、3月には58周年記念例会、4月に台北七星RC創立記念式
典参加を予定しています。
活動の問題点としては、以下の課題があります。
１．参加者の自己負担が増大している。
２．東仁川RCとの活動が休止状態となっている。
３．グローバル・グランツを利用した協働活動の実施。
【花巻南RC訪問について参加者の声】
三浦会員： 初めて参加しました。今まで参加された方の築かれた友好を感じま
した。同じ年代の会員同士との関係を深めました。
長谷川会員： 久しぶりに花巻南の人達に会えて嬉しかった。
ゴルフもプレー費が安く、楽しかったです。
武田会員：

昨年は、花巻南の方がこちらに来られた時にゴルフをしました。

冨岡会員： 初参加です。絵画コンクールなどは、言い出しっぺの情熱ではじまりますが、
フォローがあって成功します。事前作業が大変だったと思います。
花巻南では、突然乾杯の音頭をエレクトとしてやりました。道中は遠足状態で楽しかったで
す。遠いところですが、行き来によって距離が縮まります。
伊藤会長： 昨年、花巻南RCに表敬訪問しました。宮澤さんの葬儀にも参加しました。
皆さんも、訪問活動にできるだけ参加してください。

司会と委員会報告の皆さん（今回は自然な横顔でまとめました）
委員会報告
社会奉仕委員会 相原聰委員長/ 絵画コンクールについて
姉妹・友好クラブ委員会 伊藤健司委員長/ 会員姉妹クラブについて
青少年委員会 三浦高義委員/ 募金活動によるポリオ寄付額の報告です。11/9（土）、10（日）
産業フェア¥36,262、11/17（日）絵画コンクール¥4,351合計40,613円です。
ロータリー財団委員会 籾山豊副委員長/ 寄付金の現状報告11/19現在272,180円です。
会員からの告知 冨岡弘文会員/セミナー開催のご案内

歌う指揮者
相原さん

