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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

１１月４（土）・５日（日）

１１月 　７日（火）

１１月 　14日（火）

１１月 　21日（火）

移動例会（やまと産業フェア）

卓話「米山奨学生」

振替休会

取止め例会（祝日週）

２６０９

２６１０

本田・石髙・戸張・田辺

本田・田辺

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

１０月  １０日（火）

１０月  ２４日（火）

１０月  ３１日（火）

4

2

86.21

92.86

２５

26

10月10日のガバナー訪問は

皆様長時間ご苦労様でし

た。

先週19日は花巻南RCと20

日は釜石商工会議所に表敬

訪問に総勢10名で行って参り

ました。

私は車で2名ほど乗せて、

宮東さんご夫婦も車で、他5名は電車で行きました。

花巻南RCでは大歓迎を受けメンバーと共に昼食を取

り和やかに終了しました。

その日に100キロ離れている三陸のはまぎくと言うホ

テルへ移動をして次の日20日に釜石商工会議所を訪問

しました。

私自身3.11の津波被災地を訪問するのは14度目にな

りますが、まだまだ落ち着くのは10年以上かかるような

気がいたします。

台湾七星・花巻南・大和RCで寄付をしましたお金で3

台の車を買い現在も大いに現地で活躍されている事を

ききました。大変感謝されました。

釜石の商工会頭が震災の苦労話をご披露いただきま

したが、まだまだ終わりが見えない状況がリアルにわか

 【赤澤委員長】
　　我 ロ々ータリークラブの先輩である松下幸之助氏が入社式で新入社員に必ず言うこと
が「この会社では何を作っているのでしょう」という問いかけです。ピカット光るもの・・・（冨岡
さん）
回答は「人を作っている会社です。その合間に、製品を作っています。」と答えたそうです。
東芝が40年前に経営が悪化したとき、当時迎えられた土光社長が就任時の朝全員に出し
た訓示は「知恵を出せ、知恵の無いものは汗をかけ、汗が出ないものは走れ、走ることも出来ないものは会社
を去れ」といったそうです。・・・
　社会奉仕は範囲が広く、予算も限られています。ロータリーの本によると、社会奉仕は各クラブの地域に対し
て奉仕することであります。そして社会奉仕それ自体に目的があるというより、ロータリアンに奉仕させる訓
練・実習であると考えるべきなのです。奉仕の主体はクラブではなく個々のロータリアンにあるとしています。毎
年委員が変わることにより会員全員に奉仕の精神を植えつける意味があると思います。
　　今年度も恒例のイオン前での献血運動と市内の小学校の図書券の贈呈をいたしますが、 社会奉仕委員
から意見を伺いたいと思います。

 【相原委員】
 　社会奉仕は委員長のお話にもありましたが、クラブ主体というより個々の会員の奉仕が第一であります。
かつて行なった奉仕は中学校の職業講話や老人ホームのコンサートの慰問くらいです。自分に出来る社会奉
仕とは何であるか。献血運動をしながら考えてゆきたいと思います。

 【三浦委員】
 次世代に学校や塾で教えない将来に役立つ知恵を授けることが社会奉仕になるのではないか。お金にだま
されない方法や入社のときにどのようにするべきかなど、経営者の視点を行かせる方法があるのではないか。

 【伊藤委員】
 引地台公園に数年前にクラブで寄付したイチョウの木があります。柵や看板は朽ちていて、私は時々訪れて
掃除をしております。大和市役所に木製の花の入れ物を送りましたが、今はなくなっています。
形あるものは奉仕を継続させないと、良い姿であり続けることができません。形に残らないものを贈るほうが良
いのではないかとも考えております。

 【馬郡委員】
 　社会奉仕は難しく考えがちですが簡単に考えることも出来ます。見返りを求めないで仕事をすることです。
大和RCでなければ出来ないことが望ましいと思います。会社では近くの保育所でハロウィンに協力を頼まれ
ました。昨年は事故や安全の責任を懸念し断ったのですが、今年はやることにしました。5～10分子供の相手
をすればよいのです。自慢できるようなことでない小さなことですが、積み重ねることが大切であると思いま
す。

 【片山委員】
 皆さんと違う角度からの意見を言います。外国では罪を犯した罰則として社会奉仕の義務があります。我々
の社会奉仕は自発的なものでありますから、やりたくなければやらなくてよいのではないでしょうか。
大和で会社を興した者が大和でなければ出来ない社会奉仕があるのでは。自分でかつてした社会奉仕は
同窓会の委員などです。

 【長谷川副委員長】
 地域に密着した活動をしたほうが良いと思います。かつて待機児童の遊び道具が足りないということで、おも
ちゃを贈ったことがあります。継続的な事業があって、それに付け加えて、各個人が考える奉仕をするのが大
和RCの奉仕のあり方だと思います。

本日 ￥２２,０００  累計 ￥２５２,０００

◆古川　毅会員／来年の奉仕活動の資金になります。会員

の皆さんもたくさんのスマイルお願いします。

◆岡田 安二会員／誕生日を祝っていただき、有難うござい
ます。今頃は誕生日と言われても感動が少なくなりました。

◆宮東　悠会員／10月19日は花巻南ロータリークラブに

メーキップに出席してきました。

　　武田会長、森川幹事には大変にお世話になり感謝申し上

げます。家内共 ！々！

◆花岡　正会員／花巻南RC表敬訪問と釜石商工会議所

表敬訪問2日間雨でしたね！！

　　だれだ！！雨おとこは？だけど、とても楽しかったです。

◆増　正之会員／10月19・20日。花巻南RC、釜石商工会

議所へ行かれた方、お疲れ様でした。おいしいお魚とお酒ご

ちそうさま。

◆伊藤　健司会員／花巻RC訪問に参加された皆様ありが

とうございました。次回は4月に台北七星RCの訪問を予定し

ています。4月3週の木曜日から3

泊4日の予定の確保をお願いしま

す。

◆冨岡　弘文会員／夫婦で誕生

日を祝って頂きまして、ありがとうご

ざいます。息子とケーキを作るの

が、我が家の恒例です。（2回作り

ます）

卓話

武田　茂　会長

第2607回　2017年10月24日（火）
司　　会 ／三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員

斉　　唱 ／「四つのテスト」

ゲ ス　ト ／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

委員会報告

◆１０月２９日（日）イオンモール大和で献血事業があります。

◆１１月４日(土）、１１月５日（日）はやまと産業フェアです。 

【ポスティング】   

・次第  

・週報

・ガバナー月信

【回覧】

・ガバナー公式訪問御礼状 

・ハイライトよねやま

・米山記念奨学会　2016年度　決算報告

・米山月間資料のご案内

・米山記念奨学会　記念グッズについて

・2016年度事業報告書

・2018年トロント世界大会参加ツアーのご案内

・第29回地区年次大会のご案内

・the rotarian

・第９回やまと子ども絵画大賞表彰式開催のご案内

・相模原南ＲＣ週報

・中華料理　崔さんの店ご案内

森川　良三幹事　

スマイルボックス報告

相原委員

　本日例会終了後、年度後半の行事内容についての

委員会を行いたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

◆親睦・ロータリー家族委員会／

　　戸張美穂委員長

　１１月２４日（金）に開催される２７８０地区会員

増強・維持セミナーのご案内

◆会員増強・維持委員／

　　三浦高義委員長

　平成２９年１１月４日（土）・５日（日）ＡＭ１０：００～１６：００

やまと産業フェアが開催され、当クラブも参加します。

　当日、大和市交通事故撲滅大作戦のチラシ配布、及び

職業奉仕、各自の会社や事業内容についてチラシなどを

配布してＰＲをして下さい。国際奉仕委員会はポリオ関係

のＰＲをお願いします。公共イメージ・雑誌委員会は

ＲＣのＰＲをよろしく。

◆クラブ奉仕委員会／

　　増正之委員長

お祝の報告
片山親睦委員

赤澤社会奉仕
委員長

ご夫人お誕生祝い
冨岡弘文会員

会員お誕生祝い
岡田安二会員

会員お誕生祝い
冨岡弘文会員

ご夫人お誕生祝いのお花

司会　三浦会員 まとめ　長谷川
社会奉仕副委員長

出席報告
籾山委員

発表　伊藤
社会奉仕委員

発表　相原
社会奉仕委員

発表　三浦
社会奉仕委員

発表 馬郡
社会奉仕委員

発表 片山
社会奉仕委員

りました。

頑張ってください。としか言いようがありませんでし

た。まだ1度も被災地を訪問されてない方は是非一度た

ずねてみてはいかがでしょうか！！

ありがとうございました。

戸張ソングリーダー

【献血】

日時／場所

１０月２９日（日） イオンモール大和　

献血受付数 ５０名

 第３回クラブフォーラム
【社会奉仕について】

P未

文章未

文章未

未入稿

ゲストP

済み
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訪問に総勢10名で行って参り

ました。

私は車で2名ほど乗せて、

宮東さんご夫婦も車で、他5名は電車で行きました。

花巻南RCでは大歓迎を受けメンバーと共に昼食を取

り和やかに終了しました。

その日に100キロ離れている三陸のはまぎくと言うホ

テルへ移動をして次の日20日に釜石商工会議所を訪問

しました。

私自身3.11の津波被災地を訪問するのは14度目にな

りますが、まだまだ落ち着くのは10年以上かかるような

気がいたします。

台湾七星・花巻南・大和RCで寄付をしましたお金で3

台の車を買い現在も大いに現地で活躍されている事を

ききました。大変感謝されました。

釜石の商工会頭が震災の苦労話をご披露いただきま

したが、まだまだ終わりが見えない状況がリアルにわか

 【赤澤委員長】
　　我 ロ々ータリークラブの先輩である松下幸之助氏が入社式で新入社員に必ず言うこと
が「この会社では何を作っているのでしょう」という問いかけです。ピカット光るもの・・・（冨岡
さん）
回答は「人を作っている会社です。その合間に、製品を作っています。」と答えたそうです。
東芝が40年前に経営が悪化したとき、当時迎えられた土光社長が就任時の朝全員に出し
た訓示は「知恵を出せ、知恵の無いものは汗をかけ、汗が出ないものは走れ、走ることも出来ないものは会社
を去れ」といったそうです。・・・
　社会奉仕は範囲が広く、予算も限られています。ロータリーの本によると、社会奉仕は各クラブの地域に対し
て奉仕することであります。そして社会奉仕それ自体に目的があるというより、ロータリアンに奉仕させる訓
練・実習であると考えるべきなのです。奉仕の主体はクラブではなく個々のロータリアンにあるとしています。毎
年委員が変わることにより会員全員に奉仕の精神を植えつける意味があると思います。
　　今年度も恒例のイオン前での献血運動と市内の小学校の図書券の贈呈をいたしますが、 社会奉仕委員
から意見を伺いたいと思います。

 【相原委員】
 　社会奉仕は委員長のお話にもありましたが、クラブ主体というより個々の会員の奉仕が第一であります。
かつて行なった奉仕は中学校の職業講話や老人ホームのコンサートの慰問くらいです。自分に出来る社会奉
仕とは何であるか。献血運動をしながら考えてゆきたいと思います。

 【三浦委員】
 次世代に学校や塾で教えない将来に役立つ知恵を授けることが社会奉仕になるのではないか。お金にだま
されない方法や入社のときにどのようにするべきかなど、経営者の視点を行かせる方法があるのではないか。

 【伊藤委員】
 引地台公園に数年前にクラブで寄付したイチョウの木があります。柵や看板は朽ちていて、私は時々訪れて
掃除をしております。大和市役所に木製の花の入れ物を送りましたが、今はなくなっています。
形あるものは奉仕を継続させないと、良い姿であり続けることができません。形に残らないものを贈るほうが良
いのではないかとも考えております。

 【馬郡委員】
 　社会奉仕は難しく考えがちですが簡単に考えることも出来ます。見返りを求めないで仕事をすることです。
大和RCでなければ出来ないことが望ましいと思います。会社では近くの保育所でハロウィンに協力を頼まれ
ました。昨年は事故や安全の責任を懸念し断ったのですが、今年はやることにしました。5～10分子供の相手
をすればよいのです。自慢できるようなことでない小さなことですが、積み重ねることが大切であると思いま
す。

 【片山委員】
 皆さんと違う角度からの意見を言います。外国では罪を犯した罰則として社会奉仕の義務があります。我々
の社会奉仕は自発的なものでありますから、やりたくなければやらなくてよいのではないでしょうか。
大和で会社を興した者が大和でなければ出来ない社会奉仕があるのでは。自分でかつてした社会奉仕は
同窓会の委員などです。

 【長谷川副委員長】
 地域に密着した活動をしたほうが良いと思います。かつて待機児童の遊び道具が足りないということで、おも
ちゃを贈ったことがあります。継続的な事業があって、それに付け加えて、各個人が考える奉仕をするのが大
和RCの奉仕のあり方だと思います。
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・第29回地区年次大会のご案内

・the rotarian

・第９回やまと子ども絵画大賞表彰式開催のご案内

・相模原南ＲＣ週報

・中華料理　崔さんの店ご案内

森川　良三幹事　

スマイルボックス報告

相原委員

　本日例会終了後、年度後半の行事内容についての

委員会を行いたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

◆親睦・ロータリー家族委員会／

　　戸張美穂委員長

　１１月２４日（金）に開催される２７８０地区会員

増強・維持セミナーのご案内

◆会員増強・維持委員／

　　三浦高義委員長

　平成２９年１１月４日（土）・５日（日）ＡＭ１０：００～１６：００

やまと産業フェアが開催され、当クラブも参加します。

　当日、大和市交通事故撲滅大作戦のチラシ配布、及び

職業奉仕、各自の会社や事業内容についてチラシなどを

配布してＰＲをして下さい。国際奉仕委員会はポリオ関係

のＰＲをお願いします。公共イメージ・雑誌委員会は

ＲＣのＰＲをよろしく。

◆クラブ奉仕委員会／

　　増正之委員長

お祝の報告
片山親睦委員

赤澤社会奉仕
委員長

ご夫人お誕生祝い
冨岡弘文会員

会員お誕生祝い
岡田安二会員

会員お誕生祝い
冨岡弘文会員

ご夫人お誕生祝いのお花

司会　三浦会員 まとめ　長谷川
社会奉仕副委員長

出席報告
籾山委員

発表　伊藤
社会奉仕委員

発表　相原
社会奉仕委員

発表　三浦
社会奉仕委員

発表 馬郡
社会奉仕委員

発表 片山
社会奉仕委員

りました。

頑張ってください。としか言いようがありませんでし

た。まだ1度も被災地を訪問されてない方は是非一度た

ずねてみてはいかがでしょうか！！

ありがとうございました。

戸張ソングリーダー

【献血】

日時／場所

１０月２９日（日） イオンモール大和　

献血受付数 ５０名

 第３回クラブフォーラム
【社会奉仕について】

P未

文章未

文章未

未入稿

ゲストP

済み


