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日　付 時　間 回　数 プログラム内容
２月２７日（火）

３月 　６日（火）

３月 １３日（火）

３月 ２０日（火）

会員卓話「自分の人生観について」、第９回定例理事会

卓話「社会奉仕委員会」

５６年記念例会（夜間例会）「清風荘」

休会（祝日週の為）
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幹事報告

　皆様の知らない話第２弾。

 今日は曜変天目茶碗のお話をさせ

ていただきます。

　徳島のラーメンやさんが出品した

茶碗ですがなぜか２,５００万の値段

が付いたというお話です。

　世間は広くてこの番組を見ていた陶芸家がこれは曜

変天目ではないと番組当てに投書。この茶碗を作った

作家を知っていると言うことです。

　この作家と投書をした作家とは友人で中国の福建

省？でお土産で１,４００円でお土産に沢山作っているも

のです。・・・ということです。

　私は何が言いたいかと言うと、人間せいぜい生きて

１００年。なぜ４００－５００年前の作品が鑑定ができる

かということでして、古い物は鑑定が本当にむずかしく、

それらしい物を見つけると鑑定士に金を包み本物にして

もらうと言うことはよくある話でしてお気をつけ下さい。

　北大路魯山人と言う料理家が自分の作った料理に合

う器を作り始めました。それがものすごい事になってい

ますが・・

　私の友人が町田の小田急デパートで、魯山人のさかず

きを買いました。５０万円だったそうで見せに来ました。

ちょっと変・・と思い知り合いの鑑定士に見せたところ贋

森川　良三　幹事

＜眞鍋委員長＞

　現在大和ＲＣの姉妹クラブは「大韓民国　東仁川ＲＣ」「中華民国台北七星

ＲＣ」、国内友好クラブは「花巻南ＲＣ」です。新会員を含め、これからの国際奉

仕を推進するために、今日は大和ＲＣの姉妹、友好クラブとの成り立ちにつ

いて説明をいただきたいと思います。

＜宮東会員＞

　東仁川ＲＣは現在、消滅しているようですが、かつて活動をともにした時代は

ローターアクトが多くいて学生と食事をしたりして交流しました。青少年奉仕を

主に行ないました。

　台北七星と友好が始まったころは台北が今のように豊かな時代ではなかった

ので青少年奉仕活動に取り組みました。ゴルフを一緒にプレーしながら募っ

た寄付を青少年奉仕は役立てました。

＜道岸会員＞

　中村元幹事のあとを私が引き受けたときの横沢会長が、大和ＲＣの創立２５

周年記念事業として、当時創設された台北七星ＲＣと姉妹クラブになりました。

当時の記念事業実行委員長は蒲生さんでした。それに加え、大和スポーツセン

ターのモニュメントも寄贈しました。

　当時の薩田会員の友人が台湾のＲＣの会員であった関係で紹介がありました。台

北七星ＲＣのチャーターナイトで姉妹クラブ調印を行なった思い出があります。当時

から今までにおいて蜜な親交が続いております。東日本大震災のときに台北七星

ＲＣから４００万円もの義援金が大和ＲＣに送られてきました。

＜井上副委員長＞

　花巻南ＲＣとは大和ＲＣ５０周年記念の主な事業として姉妹クラブとなりまし

た。当時東日本大震災の後に台北七星ＲＣから送られた義援金４００万円を有

効に形に残すために、ＲＣ本部に託すことも検討されましたが、花巻南ＲＣを通

して被災地の釜石市の要望を確かめた結果、物資運搬のための自動車を３台寄

付し、花巻南ＲＣと釜石市から大変喜ばれました。私のいとこが花巻南ＲＣの会

員だったことがきっかけにこのような社会奉仕のストーリーになりました。

＜眞鍋委員長＞

　新会員の方は今までの経緯にとらわれず、国際奉仕に参加し、推進してもら

いたい。

　子曰く「これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽

しむ者に如(し)かず。」

　国際奉仕活動を楽しむ姿勢で取り組んでください。

本日 ￥１２,０００  累計 ￥４０５,５００

◆花岡　正会員／妻、淳子（アツコ）の誕生日のお祝い

ありがとう御座居ます。淳子も６６歳となりました。老い

が目立って来ました。悲しいね！！

◆冨岡　弘文会員／世間の税理士事務所は繁忙期

ですが、私は結構ヒマです。よろず相談お気軽にど

うぞ。

◆佐々木　和夫会員／ロータリーソング斉唱で左前

から良い声が聞こえましたが、私ではなく、相原さんで

す。お間違えなきよう。

◆古木　通夫会員／イヤになっ

ちゃう。インシュリン生活！

◆三浦　高義会員／妻の誕生日を

お祝いいただき、ありがとうござい

ます。また、昨年の夜間例会にてお

話いただきましたパイロットの高橋

様を先日のTVで拝見し、家族で盛りあがりました。

◆眞鍋　藤正会員／久しぶりに、皆様と親しくお話

しができる今日のフォーラム。ご協力を宜しくお願

いします。

◆伊藤　健司会員／台北七星RCの訪問に参加され

る皆様ありがとうございます。楽しく有意義な訪台に

なりますことをお祈りしています。

◆石高　誠一会員／釣りクラブで、イカ釣りを予定し

ますが希望者が居りましたら声を掛けてください。朝

の寒さに負けない方募集中です。

◆鈴木　喜一会員／本日の国際奉仕フォーラム。眞

鍋君よろしくお願いいたします。

◆本田　誠一会員／新年会の嵐、やっとおさまり

（１６回）やっと暴飲暴食の世界から解き放たれた

フーッ！

２月６日

 於：オークラフロンティアホテル海老名

武田　茂　会長

第2620回　2018年２月6日（火）

第2621回　2月12日

司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　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／ナシ

会長の時間

委員会報告

戸張ソングリーダー

スマイルボックス報告

相原委員

◆２月１２日（月）はＩＭです。１３時

３０分受付 １４時点鐘 場所はオーク

ラフロンティアホテル海老名です。

◆ＩＭは例会となります。但し、欠席で

も出席扱いとなりますので、欠席者の

方のメイクアップは必要ありません。

◆２月１３日（火）の例会は祝日週の為、休会です。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・２月度プログラム

・クリスマス家族会収支報告

・会長の時間　原稿

【回覧】

・ロータリー出版物のご紹介 

・広告入り種子のご案内

国際奉仕姉妹・

友好クラブ委員会

伊藤委員　

親睦・ロータリー家族

委員会

戸張委員長　

台北訪問の件 クリスマス会　会計報告

公共イメージ・

雑誌委員会　

松川委員長　

ロータリー友の記事の紹介

物でした。

　デパートに伝えたところデパート中で大騒ぎ・・偽物を

客に売ったということで信用にかかわる問題にまで発

展・・デパートのかなり上の人が１０万円と菓子折を持って

来ました・・つまり黙っていてくださいということでしょう。

どちらにしても高価な古い物をお買いになるときはお気

をつけください。と言うお話でした。

司会／三浦委員 米山奨学生グエン・タン・タム君奨学金授与 出席報告／馬郡委員

大谷ガバナー挨拶 中野次年度ガバナー補佐挨拶

登録所

クラブ対抗利き酒大会

後藤パストガバナー総評加藤ガバナー補佐挨拶

養老孟司先生講演

懇親会

出席会員集合

在籍年数祝い／馬郡委員 在籍年数祝い／田辺委員 お祝の報告／戸張親睦委員長

会員お誕生祝い／古木会員 ご夫人お誕生祝い／花岡会員 ご夫人お誕生祝い／三浦会員

ロータリーミニ情報　　「ＩＭ」とは

ＩＭ ( Intercity Meeting, 都市連合会 ) は近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会

合。五大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討する。クラブ会員全

員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロータ

リー情報を伝え、奉仕理念を勉強するために開催される。決議や決定はない。ＩＭへの出席は

メークアップとなる。出典 (ＲＩ第２６５０地区編集「わかりやすいロータリー」第５版)

クラブ研修委員会

ＩＭ会場ＩＭ会場

第６グループ ＩＭ

「国際奉仕について」　国際奉仕委員会
第６回クラブフォーラム
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・広告入り種子のご案内

国際奉仕姉妹・

友好クラブ委員会

伊藤委員　

親睦・ロータリー家族

委員会

戸張委員長　

台北訪問の件 クリスマス会　会計報告

公共イメージ・

雑誌委員会　

松川委員長　

ロータリー友の記事の紹介

物でした。

　デパートに伝えたところデパート中で大騒ぎ・・偽物を

客に売ったということで信用にかかわる問題にまで発

展・・デパートのかなり上の人が１０万円と菓子折を持って

来ました・・つまり黙っていてくださいということでしょう。

どちらにしても高価な古い物をお買いになるときはお気

をつけください。と言うお話でした。

司会／三浦委員 米山奨学生グエン・タン・タム君奨学金授与 出席報告／馬郡委員

大谷ガバナー挨拶 中野次年度ガバナー補佐挨拶

登録所

クラブ対抗利き酒大会

後藤パストガバナー総評加藤ガバナー補佐挨拶

養老孟司先生講演

懇親会

出席会員集合

在籍年数祝い／馬郡委員 在籍年数祝い／田辺委員 お祝の報告／戸張親睦委員長

会員お誕生祝い／古木会員 ご夫人お誕生祝い／花岡会員 ご夫人お誕生祝い／三浦会員

ロータリーミニ情報　　「ＩＭ」とは

ＩＭ ( Intercity Meeting, 都市連合会 ) は近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会

合。五大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討する。クラブ会員全

員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さらに、会員にロータ

リー情報を伝え、奉仕理念を勉強するために開催される。決議や決定はない。ＩＭへの出席は

メークアップとなる。出典 (ＲＩ第２６５０地区編集「わかりやすいロータリー」第５版)

クラブ研修委員会

ＩＭ会場ＩＭ会場

第６グループ ＩＭ

「国際奉仕について」　国際奉仕委員会
第６回クラブフォーラム


