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【大和ロータリークラブ活動方針　： 楽しい奉仕活動を】
宮東　　悠

武田　　茂
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森川　　良三
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出席報告
鈴木出席委員

鬼 SAAの長谷川 PP

相原 S.L. 指揮者の声が一番大きい

増 PPお誕生祝い

FM大和社長と局長ご挨拶

宮東会長在籍年数・皆出席祝い

小金沢君ご夫人お誕生祝い

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

３月２８日（火）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１６日（日）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

５月　２日（火）

地区研修協議会

卓話：クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」

台北七星ＲＣ訪問報告

取り止め例会

籾山、本田、馬郡、片山、田辺

赤澤、本田、戸張、田辺

5

4

83.33

87.1

25

27

２５８６

２５８７

１２：３０

１２：３０

５５周年式典打ち上げ

宮東　悠　会長

本日 ￥１８,０００  累計 ￥６３０,６２３

◆座間ＲＣ大谷成行様／大和クラブの皆様こんにちは！　本

日はお世話になります。

◆大和中ＲＣ中村友彦様／３０数年前に父が所属しておりま

した大和クラブの例会に出席することができました。本日は

お時間をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいた

します。

◆宮東悠会長／先週は欠席致しまして申し訳ありませんで

した。花岡先生ありがとうございました。本日のイニシエー

ション・スピーチよろしくお願い致します。片山会員楽しみに

しておりました。

◆宮東悠会長／皆出席のお祝いありがとうございます。

◆伊藤健司幹事／ジャイアンツ、開幕３連勝。イエーイ！　片

山さん、本日のイニシエーションスピーチ楽しみにしていま

す。

◆岡田安二会員／片山武蔵会員イニシエーションスピー

チ、楽しみです。

◆花岡正会員／佐々木会員素晴らしい出来栄えのＤＶＤ、

買わせていただきます。我が家の家宝にします。

公認会計士・税理士という仕事のメリット
・数字に詳しくなる

・お金に関する制度や情報が、日々入ってくる。

・様々な会社をみているので、経験値が溜まりやすい

年少会員として思う、これからの地域経済とロータリーのかたち
①現代の若者の特徴

・これからの若者は、バブル崩壊後に生まれてきた世代なので物質的欲求はない。

・将来に期待することもなく、冷静に時代の流れを見極めている。

・一方で人とつながりたいという、本質的な欲求は変わっていない。

・バーチャルな形でのつながりが増えてきている現状を理解し、対応する必要がある（お互いに）。

②地域経済×マーケティングのかたち

・税金の使い方は政治家が決める時代から、個人が選ぶ時代へ。

・民間企業や個人に支持される街づくりを意識することが重要。

・事例紹介（ふるさと納税）

→制度の変化や人々の関心にいち早く対応した地域だけが生き残っていく。

③寄付の形

・1件の大口寄付より、100 件の小口からの支持を得る時代 ( 次世代は余裕がない)。

・魚を与える→魚の釣り方を教える→網を提供しお返しをもらう

・事例紹介（クラウドファンディング）

→リターンの可視化。寄付と充実感の等価交換がなくてはいけない。

④これからのロータリーのかたち

・バーチャルで生活が完結できる時代（ショッピング、コミュニケーション）。

・世界上どこでも同じ情報が入手できる。

・だからこそ逆にリアルなコミュニケーションの価値が際立つ。

・つながり以上にコミュニケーションの質が重要視される。

・若者が入会希望したくなる経験や体験

・先人（イニシエ）の経験×次世代の継承ができる場所がロータリー（理想）

まだまだアイデアはありますが、今日はこの辺で。

◆石高誠一会員／皆さん、身体に十

分気を付けてください。

◆増正之会員／１）誕生日お祝いあり

がとうございます。無事に喜寿を迎え

ることができました。感謝いたします。

２）引地川桜情報：４月４日ＡＭ１０：

００、現在咲いた咲いた桜が咲いた、

今だ１分程度。

◆籾山豊会員／在籍年数の祝い、ありがとうございます。

◆井上勝彦会員／大和市にも春が来たようですね。桜の

シーズン楽しみです。

◆小金澤和夫会員／家内の誕生祝っていただきありがとう

ございました。

◆冨岡弘文会員／片山さん、イニシエーションスピーチ楽し

みです！よろしくお願いします。

◆松川健治会員／あたたかくなってまいりました。片山武蔵

会員イニシエーションスピーチ楽しみにしています。

第258４回　2017年４月４日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　聰　会員

斉　　唱／「君が代」「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／大和ラジオ放送㈱
　　　　　　　　　代表取締役　中村友彦様

　　　　　　　　　大和ラジオ放送㈱
　　　　　　　　　局長　瀧本幸文様

ビジター／座間ＲＣ　大矢成行様

会長の時間

幹事報告

・米山奨学生オリエンテーション　

4月8日開催＊カウンセラー＝吉岡

会員

・5月家族会は5月21日(日）に日

程変更になりました。

・佐々木研修リーダーより、前回例

会の結果を受け、規定審議会立

法案を提出します。

・国際ロータリー加盟認証状伝達式のご案内→相模原

ニューシティロータリークラブ 

・創立55周年記念式典慰労会　わさびで実施しました。

【ポスティング】 

・次第

・週報

・片山武蔵会員　イニシエーションスピーチ資料

・ガバナー月信

・孫のいのちのための緊急のお願い

・規定審議会提出立法案   

・ロータリーの友    

こんにちは。早いものでもう４

月に入りました。ロータリー月

間は「母子の健康月間」。

「母子の健康」に関する取り

組みはロータリーでは長く続け

られている活動の一つです。特

にポリオ撲滅活動ではないで

しょうか。寄付だけでなく、へき地の紛争地帯、異宗教な

ど、いろいろな問題にぶつかりながら、様々な活動をし、ポ

リオのない世界をめざしガンバッテ参りました。しかしなが

ら、なかなかポリオが撲滅できないのが現状です。

問題点の一つに、メディアや衛生知識との接触がない

家庭が多くあることや非識字の貧困層の存在が多くみら

れます。

伊藤　健司　幹事

委員会報告

◆親睦・ロータリー家族委員会

／相原聰委員

５月３日（水）１５：００～　大和市保健

福祉センター

歌劇「コジファントゥテ」+ガラコンサー

トに相原夫妻が出席いたします。み

なさんぜひいらっしゃってください。

イニシエーションスピーチ
片山　武蔵　会員

１９９０年から２０１０年にかけて、５歳未満の子供の死亡数

は、世界全体で１２００万人から７６０万人に減少。しかし、

2010年の７６０万人という数は、一日に約２万１０００人の５歳

未満の子どもが死亡していることを意味します。ロータリー

は母子の健康を長期的に改善するために「地域社会の文

化に適した支援ろ家族計画のサポート」、「母子の健康に関

連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のため

の奨学金支援」などの活動をしています。また、「母子の健

康に携わる保険従事者を対象とした研修」、「不足している

医療物資の提供」「子どもの健康をサポートするための地域

社会の参加を促進」の活動が挙げられます。

スマイルボックス報告
松川委員長

卓話

片山武蔵プロフィール

・1984 年 6月 30 日生まれ

・大和市出身

・慶應義塾普通部

・慶應湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）

・慶應義塾大学経済学部卒

・2007 年公認会計士試験合格

・20代は都内の大手会計事務所、証券会社にて勤務

◆公共イメージ雑誌委員会／

伊藤健司委員長

ロータリーの友の紹介
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・慶應湘南藤沢キャンパス（ＳＦＣ）

・慶應義塾大学経済学部卒

・2007 年公認会計士試験合格

・20代は都内の大手会計事務所、証券会社にて勤務

◆公共イメージ雑誌委員会／

伊藤健司委員長

ロータリーの友の紹介


