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古川　　毅

jimukyoku@yamato-rc.org
花岡　　正

武田　　茂 森川　　良三

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マhttp://www.yamato-rc.org

http://www.yamato-rc.org

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

4月    1日（日）

4月    ３日（火）

4月    ８日（日）

4月 １０日（火）

家族会「お花見」

休会（家族会振替の為）

地区研修協議会（関係者出席）

第６回クラブ協議会

２６２７

２６２８１２：３０

籾山・本田・田辺・石井

籾山・本田・石高・田辺前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

２月 ２７日（火）

３月   ６日（火）

３月  １３日（火）

4

4

86.67

86.21

26

25

事務局の携帯番号変更のお知らせ 090-3902-7151ご変更宜しくお願い致します。

幹事報告

 今日は髪の毛の色についてと人

種についてお話します。本田さん

などは髪の専門家ですので恐縮

ですが、簡単に言うと、北欧は銀

髪、フランスは金髪、スペインは

黒、アフリカはちじれっ毛と、これ

は太陽の昼間出ている時間と強

さ、北から南に行くほど髪の毛は縮れていきます。

　私がフランスに行った直後、女性などは皆モデル

さんに見えました。しばらくすると美人かどうか区

別がつくようになり、人種も漠然とですが解るよう

になりました。

1）イギリス・フランス・ドイツ・ノルウエーはゲルマン

民族

2）ロシア・ポーランドはスラブ民族

3）イタリア・スペイン・ギリシャはラテン民族

このラテン民族が問題でとにかく働かない。

ラテン民族で日本で問題になっているような働き

方問題などは起こりようがなくて、まして過労で自

殺などは考えられません。

森川　良三　幹事

　出席された皆さんに率直な直感な感想を述べて

いただきたいと思います。

　「手続要覧」ではロータリーの基本理念は「職業人

が一体となり、スキルと情熱をもって地域社会に変

化をもたらしてきたロータリー１００年以上の実績は、

世界中のロータリアンの誇りを高めてきた。ロータ

リークラブと地区は、ロータリーの使命を遂行し、

ロータリーが受け継いできた職業人精神と奉仕の歴

史を理解するために、ロータリーのガバナンスに関す

る資料に加え、ロータリーの基本理念と価値声明に

精通するべきである。」という言葉から始まっていま

す。ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアン

のすべてがその個人生活、事業生活、および社会生

本日 ￥８,０００  累計 ￥４４１,５００

◆宮東 悠会員／３月１４日はホワイトデーです。バレン

タインデーに沢山チョコレートを頂いた方はこの日を

忘れないほうが、よろしいと思います。

◆伊藤 健司会員／３月１３日に釣り同好会で釣りを企

画しています。夜間例会には間に合うように戻ります。ご

興味のある方は同好会メンバーまでお声がけください。

◆古木 道夫会員／いよいよ春ですね～。暖かくなる

のは、うれし～。

◆石高 誠一会員／少しづつ暖かくなってきました。楽

に釣りがしやすくなりました。

◆増 正之会員／引地川の丸子茅ヶ崎線の下側に寒

桜が満開になっています。見に来てください。１本だけ

です。

◆相原　聰会員／３月３日は次男の１５回目の誕生日

でした。いつも欧風菓子クドウの６号のひなまつり

ケーキで祝っています。今年もおいしく頂きました。

◆戸張　美穂会員／弊社よりご決算のお役に立つ節

税商品が出ましたので、お手元にお配りしましたパン

フレットをご参考にして頂き、ご必要でしたら是非お

声をおかけください。よろしくお願い致します。

第262４回　2018年 3月6日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員

斉　　唱 ／「君が代」「四つのテスト」

ゲ ス　ト ／大和市災害救護赤十字奉仕団

　　　　　　　　副委員長　稲葉浩明様

　　　　　　　　米山奨学生　グエン・タン・タム君

ビジター／ナシ

会長の時間

ゲストスピーチ

委員会報告

・台湾東部地震義援金は、

　１人１０００円でお願い致

　します。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・第９回理事会議事録

・３月度プログラム

【回覧】

・タム君のレポートも掲載されています（６ページ）

・the rotarian

・オクトン　２０１８年度版カタログ

・web・事務システムのご案内

親睦・ロータリー家族委員会

戸張美穂委員長

　第２回家族会のお知らせで

す。お手元に届いている通り来

る４月１日（日）にバスツアーを

企画いたしました。行先は伊豆堂ヶ島・修善寺方

面です。花見シーズンなのでバスの確保に苦労い

たしましたが「クラブツーリズム」により可能となり

ました。ただし、最低人数が３５名以上でないと

予約できません、多くの会員・ご家族の方々のご

参加をお願いいたします。

　３月１３日（火）は「大和ロータ

リークラブ５６周年記念例会」と

して夜間移動例会といたします。

場所は松川会員の高座渋谷駅前「清風」です。会

費は２０００円で大和ロータリークラブのアルバム

等ご覧いただいたりその他アトラクションも企画し

ています。　

公共イメージ・雑誌委員会

松川健治委員長

　「ロータリーの友」３月号がお

手元に配布されております。今月

号の読みどころは横組み８ペー

ジから今月の月間テーマ「水と衛生」について、３１

親睦・ロータリー家族委員会

伊藤彦二副委員長

　日本人はその昔から働きすぎとヨーロッパでは言

われておりました。いまだに続いています。私に言わ

せれば死ぬ前に仕事を辞めろと言いたいのですが、

いかがなものでしょうか？

　自分の事ですが、自分の好きな仕事は何十時間

でも何日でもストレスはありません。と言ってもストレ

スがないわけではないですが、上手く筆が進まな

い、とか、締め切りがあるとか、この絵が売れないと

来月暮らせない、とか、こんなのは自殺につながりま

せん。

　これが、世のため、人のため、正義のため、上司の

命令、と言うと違うのでしょうねー。企業のトップはス

トレスだらけでしょうね！！お察しします。

　皆様はどのようにお考えでしょうか！！とりとめのな

いお話でした。以上です。

ありがとうございました。

環境保全

人間尊重

協同奉仕

地域発展

ページからは国際ロータリー バリー・ラシン会

長エレクトが２０１８－１９年度のＲＩテーマを「イン

スピレーションになろう」に決定し、ＲＩ会長として

の方向性を語られています。また、縦組み２２ペー

ジからは「ロータリー・アットワーク」で様々なクラ

ブの奉仕活動報告がされています、皆様よく読んで

下さい。

　２００７年７月に発生した

「新潟県中越沖地震」には大

和ロータリークラブの皆様に

は我々ボーイスカウトを通し

てご支援いただき感謝いたします。

　さて、２０１１年３月１１日に発生した「東日本大

震災」での傷は未だに癒えません。大和市災害

救護赤十字奉仕団では東日本大震災被災地支援

活動として震災当時小学６年生だった子供達も大

学生なり、７年前の悲惨な体験の語り部として全

国を廻っています。

　つきましては、来る３月１１日（日）１０時より大

和市保健福祉センター大ホールに於きまして実体

験をした子供達が悲惨な震災を風化させないた

めに語り部として

「３ .１１　今だから

伝えたいこと」と題

してお話をいたしま

す。是非皆様に聴

いていただきたくお

願いに参りました。

よろしくお願いいた

します。

武田　茂　会長

スマイルボックス報告
相原委員

出席報告
小金沢委員長

戸張ソングリーダー戸張ソングリーダー

グエン・タン・タム君へ
米山奨学金授与

大和市災害救援赤十字

奉仕団副委員長　稲葉浩明 様

「３.１１ 今だから伝えたいこと」 ご案内

活に奉仕の理念を適用

することを奨励、育成す

ることである。この奉仕

の理念の適用を実行す

ることについては、多くのクラブが会員による奉仕に

その機会を与えるものとして、さまざまな社会奉仕

活動を進めてきている。皆様のお手元には「社会奉

仕の事例」が届いていると思います。それには「人間

尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕」に大きく分類

されていますが、本日はかつて大和ロータリークラブ

で行われた社会奉仕事業をスライドで見ていただい

た後、皆様にこれからの社会奉仕に対するご意見を

いただきます。

市内清掃 市内交通事故撲滅

防犯活動

赤十字社との協同奉仕 大和市子供会連合会

大和西高校と共同奉仕

交通事故防止下敷き寄贈

市内中学校に植樹

泉の森に植樹 地球温暖化防止キャペーン映画上映

老人ホーム慰問

薬物乱用防止キャンペーン

被災地支援・中越大地震 被災地支援・東日本大震災

Ｒ１００周年車椅子寄贈 身障者移動用自動車寄贈

高齢者へのアトラクション企画 電動自転車寄贈 大和祭り参加

大和駅前時計塔寄贈

ロータリーブース

肩叩き機寄贈

「社会奉仕について」　卓話

長谷川衛　社会奉仕副委員長
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救護赤十字奉仕団では東日本大震災被災地支援

活動として震災当時小学６年生だった子供達も大

学生なり、７年前の悲惨な体験の語り部として全

国を廻っています。

　つきましては、来る３月１１日（日）１０時より大

和市保健福祉センター大ホールに於きまして実体

験をした子供達が悲惨な震災を風化させないた

めに語り部として

「３ .１１　今だから

伝えたいこと」と題

してお話をいたしま

す。是非皆様に聴

いていただきたくお

願いに参りました。

よろしくお願いいた

します。

武田　茂　会長
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グエン・タン・タム君へ
米山奨学金授与

大和市災害救援赤十字

奉仕団副委員長　稲葉浩明 様

「３.１１ 今だから伝えたいこと」 ご案内

活に奉仕の理念を適用

することを奨励、育成す

ることである。この奉仕

の理念の適用を実行す

ることについては、多くのクラブが会員による奉仕に

その機会を与えるものとして、さまざまな社会奉仕

活動を進めてきている。皆様のお手元には「社会奉

仕の事例」が届いていると思います。それには「人間

尊重、地域発展、環境保全、協同奉仕」に大きく分類

されていますが、本日はかつて大和ロータリークラブ

で行われた社会奉仕事業をスライドで見ていただい

た後、皆様にこれからの社会奉仕に対するご意見を

いただきます。

市内清掃 市内交通事故撲滅

防犯活動

赤十字社との協同奉仕 大和市子供会連合会

大和西高校と共同奉仕

交通事故防止下敷き寄贈

市内中学校に植樹

泉の森に植樹 地球温暖化防止キャペーン映画上映

老人ホーム慰問

薬物乱用防止キャンペーン

被災地支援・中越大地震 被災地支援・東日本大震災

Ｒ１００周年車椅子寄贈 身障者移動用自動車寄贈

高齢者へのアトラクション企画 電動自転車寄贈 大和祭り参加

大和駅前時計塔寄贈

ロータリーブース

肩叩き機寄贈

「社会奉仕について」　卓話

長谷川衛　社会奉仕副委員長


