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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】
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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）

５月３０日（火）

６月　６日（火）

６月１３日（火）

６月 ２０日（火）

６月 ２７日（火）

７月 　４日（火）

７月 １１日（火）

【夜間例会】第６回クラブ協議会「１年を終えて」

会長・幹事あいさつ「１年を省みて」

会長・幹事あいさつ「年度初めにあたり」

卓話

本田・石高・田辺

森川・戸張・赤澤

3

3

90.32

90.32

28

28

２５９４

２５９５

２５９６

２５９７

１８：３０

１２：３０

１２：３０

１２：３０

　　職業奉仕月間に伴い、会員の職業の内容についてお聞きいたします。

まず、初めに私自身についてお話いたします。

出身は、埼玉県小川町で、長男として生まれました。長男ではあります

が、家を継がずに高校卒業後に会社員となりました。農協関連の有線放

送のアナウンスの教育等を行いました。

　　夜間大学を卒業し、その後、横浜トヨペットに営業として入社。労組委

員長となって、労組幹部の米国視察を提案しました。この間、組織という

ものを経験し、その後の役に立ったと思います。

　　不動産の資格を取り、増不動産を設立し、現在に至っています。生協

関連施設、フォルクスワーゲンなどを手掛けました。海老名の富士ゼロッ

クス社のときは、遺跡が出たこともあります。

　　不動産業と言っても多くの種類があり、現在では、相続、後見、遺言、

信託等の相談も行っております。

　　父が昭和44年に税理士事務所を始めました。私は、青山学院大学院

を修了後、父のところで働き、仕事を継ぎました。父からは、大学で教わ

ったことが現場では通用しないことをさんざん言われました。最後は、自

分で考えろと言わたので、自分で考える癖がついたと感謝しています。

　　大学では2年生の時、一番厳しいゼミに入りました。

中央林間テニスクラブの会員になり、そこで大和ロータリークラブに入り

ました。

　　トライアスロンも行い、7分を残してゴールできたのが、人格形成に役

立ちました。

　　事務所の社員が13人のうち6人が税理士で、全国的にも比率が高いと

自負しています。

　　税理士の分野も細分化しており、役割分担をしないとやっていけませ

ん。チームで進めております。セミナーの講師もたくさん行っています。

宮東　悠　会長

第25９２回　2017年６月６日（火）
司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　　　　聰　会員

斉　　唱／「君が代」「それでこそロータリー」

ゲ ス　ト／米山奨学生 グエン　タン　タム君

ビジター／大和田園ＲＣ　河西正彦様

　　　　　　　　　座間ＲＣ　　　　　大矢成行様

会長の時間
幹事報告

・夜間移動例会6/20（火）18時30分から清風、会費2000

円となります。  

【ポスティング】

・次第

・週報

・夜間移動例会のご案内

・やろう会のご案内

・カラオケの会ご案内

・家族会収支報告

・2017-18ロータリー手帳

・ガバナー月信

【回覧】     

・台北七星ＲＣ週報、30周年記念式典記念誌 

・THE ROTARIAN

こんにちは。６月は水無月（みな

づき）、田に水を注ぎ入れる季節

になりました。

６月６日は「梅の日」で室町時

代の１５４５（天文１４）年京都・賀茂

神社の例祭において後奈良天皇

が神事を行われた際に梅が献上

されたとの故事から、梅の代表的

産地である和歌山県田辺市の「紀州梅の会」が制定され

ました日だそうです。

私の家にある梅の木は、なぜか今年は多くの梅の実が

実っていますので、収穫が楽しみです。

「ロータリー親睦活動月間」も二週間目になりました。

ロータリークラブの会員の中にも、親睦と親睦活動を混

同する人が多いようですが、親睦会やゴルフ会に参加す

ることは親睦活動に参加することであって、ロータリーの

親睦とは少々違うように思われます。

確かに会員が心を打ち解けあう手段の一つとして、親

睦会やクラブ活動などレクリエーションも必要です。しか

し、親睦を深める最適の場所は、毎週の定例会であること

宮東　悠　会長（幹事代理）

米山奨学生グエン　タン　タム君

お誕生祝い井上ＰＰ お誕生祝い田辺君

相原ＳＬ

ご夫人お誕生祝い岡田ＰＰ

委員会報告

を忘れてはなりません。例会において、いかに友情を深める

かを考え実行することと、いかにして真の親睦が保たれる

ような環境を会員全体が作ることが最大の任務ではない

のではないだろうか。

新しい会員は一日も早く、古川会員と融和を図ることを

期待してます。

友情溢れる例会を通じて、ロータリアンが互いにロータ

リーが説く親睦が一層深まり奉仕の心が高まることと思い

ます。

本日 ￥２４,０００  累計 ￥７７８,２２３

◆河西正彦様／お世話になります。本日はよろしくお願

い申し上げます。

◆座間ＲＣ大矢成行様／大和クラブの皆様こんにちは。

本日もお世話になります。よろしくお願いします。

◆宮東悠会長／６月は「ロータリー親睦活動月間」ロー

タリークラブ最後の月間になります。フレーフレージャイア

ンツー伊藤幹事へ！！

◆岡田安二会員／白内障の手術を受けてきました。手

術は残念ながら成功しました。０．２の視力が０．９迄になり

ました。しわやシミがよく見えます。妻の誕生日ありがとう

ございます。

◆古木通夫会員／今日は書く物を忘れたので、気持ち

だけスマイルします。

◆冨岡弘文会員／職業奉仕プログラムで私の職業、事

務所の特徴をお話しさせていただきます。よろしくお願い

いたします。

◆佐々木和夫会員／眞鍋さん、興味深い文献ありがと

うございました。眞鍋さんの読書量には驚いています。

◆武田茂会長エレクト

　　会員名簿の件で

◆親睦・家族委員会／

　　石高委員長

　　家族会の報告

◆井上勝彦会員／６月１２日は誕生

日。皆さまからのお祝いありがとうご

ざいます。かなり８０歳の大台に近づ

きつつあります。

◆相原聰会員／５月３１日の奥様の

誕生日は洋菓子クドウのバースデー

ケーキとロータリーから頂いたお花で

祝うことができました。おとといの日

曜日は本田先生に奥様ごのみにやさしい顔になるように

髪をカットして頂きました。奥様は大変ごきげんです。

◆増正之会員／１）職業奉仕委員会の担当です。６月６

日、６月１３日予定。各会員の方、指名されたら現在の仕

事、その他のお話をしてください。

◆本田誠一会員／４人目の孫のお宮参りに鎌倉に行っ

てきました。外国客が多く、大変なにぎわいでした。

スマイルボックス報告
松川委員長

出席報告

道岸委員長

親睦委員会報告
三浦委員

職業紹介

増　正之　職業奉仕委員長

冨岡　弘文　職業奉仕委員

卓話
◆カラオケ同好会／

　　長谷川衛会員

　　今年度最後のカラオケ会を６月２６日（月）に行いま

す。どなたでも参加ＯＫです。

ＰＨＯＴＯ
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