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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

４月 ２４日（火）

５月 　１日（火）

５月    ８日（火）

５月   １３日（日）

卓話「台北七星RC訪問報告」、第１１回定例理事会

取り止め例会

青少年奉仕委員会「青少年の健全育成について」

親睦移動例会夜間例会

２６３０１２：３０

２６３１

２６３２

１２：３０

１８：００

籾山、松川（健）、本田、馬郡、田辺、石井

本田、森川、田辺、石井

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

４月   １日（日）

４月 １０日（火）

４月 １７日（火）

６

４

７６.００

８６.６７

１９

２６

幹事報告

　４月１日の家族会には伊豆まで大勢ご参

加いただきました。ありがとうございまし

た。親睦委員会の皆様にもお礼を申し上げ

ます。

　４月６日には大和田園ＲＣの創立３５周

年記念の式典がランドマークの７０階横浜

ロイヤルパークホテルで盛大に行われました。夜景がきれいで

大変盛り上がって大変素晴らしい式典でございました。

　泥棒のお話。ジプシー（ジタン）という人たちがヨーロッパ中

の各国に家族で暮らしています。主に極端なことを言えば仕事

は泥棒主に観光客をねらったものです。

それも子供を使った手法で・・・たとえば・・・

・新聞・服を前から引っ張る・肩に煙草の

火をつける

・縦長の財布を右ポケットに頭を出して入れ

ておくと１分以内には取られます。

財布はどの国に行っても上着の右側でボタンをしめる。

　ジプシーの彼らは国を持っていないので軽犯罪を犯しても

本日 ￥２４,０００  累計 ￥５０２,５００

◆斉藤敬訓様（綾瀬ＲＣ）／本日は久しぶりにメイクアップ

させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／４月１日の家族会は大変楽しく過ごしまし

た。ありがとうございました。

◆宮東悠会員／皆出席、２６年、在籍３１年のお祝いをい

ただけました。アリガトウございます。

◆宮東悠会員／４月１日のお花見家族会では、戸張親睦

委員長、親睦委員のみな様、には大変お世話頂き、アリガ

トウございました。家内共々。一昨日の地区研修・協議会

には出席してまいりました。勉強になりました。

◆籾山豊会員／在籍年数祝い、ありがとうございます。

◆籾山豊会員／お久しぶりです。相変わらずよろしくお願

いします。

◆花岡正会員／地区協への出席してくださった会員の皆

様、長時間にわたり勉強会、お疲れ様でした。協力ありが

とうございました。感謝します。

◆松川清会員／長い寒い季節から夏のような春となりサ

クラもちり、庭の隅からは、ユリが慌てだしている良い季節

になりました。

◆古木通夫会員／いよいよ僕の出

番！草むしり始まりました。

◆増正之会員／１．４月８日（日）１２：

３０点鐘。２０１８年地区研修協議会

に参加された方、お疲れ様でした。

◆佐々木和夫会員／宮東さん、ベン

ツの屋根がありませんでしたよ。気が付いていましたか？

◆中戸川公明会員／北砂さん、本日は出席ありがとうご

ざいます。

◆石高誠一会員／旅行の時、バスの車内から加山雄三

の光進丸が見えました。その日の夜に光進丸が燃えてし

まいました。歌にもなった船の最後の姿を見たので複雑

な気持ちになりました。

◆伊藤健司会員／いよいよ台北訪問が１０日余りとなり

ました。美味し料理と熱烈歓迎でお出迎えいただけるこ

とと思います。体調特に胃腸の調子を万全に整えて下さ

い。

武田　茂　会長

第2628回　2018年４月１０日（火）

第2627回　2018年４月１日（日）

司　　会 ／ 三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／ 戸張　美穂　会員
斉    唱／ 「君が代」「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／ 米山奨学生　グエン・タン・タム君
ビジター／ 綾瀬ＲＣ　斉藤 敬訓 様
  大和中ＲＣ 創立４０周年実行委員長

  神作 彰 様
  大和中ＲＣ 実行委員会幹事

  石川　健次 様
  大和中ＲＣ　幹事

  北砂 明彦 様

会長の時間

委員会報告

戸張ソングリーダー 三浦ＳＡＡ

森川　良三　幹事

・３月１６日付けで本厚木ロータリークラブが国際ロータリーに

加盟認証されました

・４月のロータリーレートは、１０４円です

【ポスティング】

・次第　・週報

・第１０回定例理事会議事録　・ガバナー月信

【回覧】

・２０１９年度　ロータリー青少年交換学生募集について

・２０１９―２０年度　ロータリー奨学生募集について

・箱根ＲＣ例会場・事務所移転について

・ｔｈｅ　ｒｏｔａｒｉａｎ

・ガバナー、社会・国際奉仕委員長より、ネパール子供病院へ

のメッセージ依頼について

・国際ロータリー出版物について、母子の健康月間　リソース

のご案内

広報・雑誌委員会／松川健治委員長

出席報告／馬郡委員

ロータリーの友の記事の紹介

親睦・ロータリー家族委員会／

戸張美穂委員長

次年度幹事報告／花岡正副幹事

第３階期前理事会を行いますので、

例会終了後、例会上に残ってくださ

い。よろしく。

お祝いの報告／

伊藤彦二副委員長

国がないので本国に送還するわけにはいかず、隣の国に追い

出しても隣の国が困るだけ！！

軽犯罪のため収監されてもすぐに出てきます。

これは延 と々続くと思われます。フランスは一年間の観光客

が６０００万人・日本は観光客が増えたと言っても２５００万人

ヨーロッパ全土は彼らにとって仕事場です。つくづく日本は海

に囲まれていてよかったなー。。と思います。

　来月５月１３日は清風で夜間例会ですが姉妹クラブの花巻

南ロータリーが数名でこちらに訪問されます。当日なるべく大

勢の出席をお願いします。

スマイルボックス報告

相原委員

「地区協議会を終えて」古川会長エレクト

　皆さんこんにちは。本日のクラブ

協議会は、４月８日に開催された地区

協議会の報告となります。限られた

時間ですので、私からは次年度の活

動方針に触れさせていただきます。

　活動方針は、『素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ

合いで生かそう』です。この方針を活動の底流にして、Ｒ

Ｉテーマ・地区ガバナーの運営方針に沿って活動しま

す。具体的には【①地域社会に密着した奉仕活動を実

施しよう②会員の増強を実施して活性化を図る③会

員全員参加による楽しい例会にしよう】です。

全てにおいて共通していることは『思いやる心』です。メ

ンバー一人ひとりがメンバーを思いやる気持ちを大切

にする。近年の退会者を見ても“思いやる気持ち”がも

う少しあればそれを防ぐことも出来たのではないかと

考えます。一年間どうぞ宜しくお願いします。

それでは地区協議会に参加された２名の若い委員長

の方にお話を伺いたいと思います。

＜地区協議会に出席された方よりの感想＞

【青少年奉仕部門　三浦高義会員】

　私自身、青少年奉仕に精通していな

かったので、部門別研修を経ることによ

り、インターアクトやロータアクト、交換留

学生等について見識を深めることが出来ました。質疑

応答においても今後の各プログラムへの改善点や仕

組みの見直しなどを議論しました。本題としては、次年

度の大和クラブがどのような青少年奉仕を実践する

かということですが、委員会で纏めた考えや皆さんの

お知恵を借りながら実りある青少年奉仕活動を実践

したいと考えます。

【社会・国際奉仕部門　相原聰会員】

　私も初めての参加でしたが、委員会と

しての活動方針を練り上げる大切な場と

捉えて参加しました。部門別のリーダー

からは基調講演、サブリーダーは各々の分野での事例

紹介でした。何れにしても『地域ニーズを分析し実践

すること』が大切ということでした。事業実施が自己満

足ではなく、その事業が継続（発展）性はあるのか？地

域から必要とされ喜んでいただける事業なのか？４つ

のテストに照らし、先に挙げた分析等を行い、計画・実

施をすることが肝要ということです。その他、ＭＹ　ＲＯ

ＴＡＲＹを活用したマイクロクレジットについて言及があ

りました。

　具体的な次年度の活動については、事業の相手方

の事情（事業実

施時期等）や補

助金等のスケ

ジュールもあり

ますので、今後、

委員会で精査

をして決定した

いと思います。

第６回クラブ協議会

皆出席、在籍年数祝い

宮東悠君会員

在籍年数祝い

籾山豊会員

米山奨学生

グエン・タン・タム君

大和中RC40周年

記念式典案内

神作実行委員長

４月１日 家族会 修善寺バス旅行

相原　夕佳様／相原　陽輝様／花岡　淳子様／本田　貞子様／崔宰源様／本田　峻瑛くん

本田　恵蓮ちゃん／本田　誠温くん／伊藤　昭子様／宮東　いつこ様／眞鍋　菊江様

松田　みゆき様／眞鍋　ゆかり様／三浦　愛衣理様／吉岡　和子様／森川　公子様／武田　真理子様

ゲスト

ヒッパレー 放してくれー 松崎那賀川堤の花畑 さわやかな風です 何人いるかな、一部はカカシです

会員お誕生日当日祝い増正之君 気持いいねぇ 気絶してます 桂橋 桂橋を渡って

桂橋を渡って竹林へ 見事な花だねぇ 戸張親睦委員長挨拶 車内幹事報告 車内集合

車内点鐘 手水(ちょうず)が温泉だよ 修禅寺にて

竹を材料にするのは難しいんだ カカシではありません 竹林の小径にて、起き上がれない吉岡君

奥様方も負けじとお美しい

スマイルボックス報告
相原委員

スマイルボックス報告
相原委員

釣行記「ヤリイカ釣りはヤハリ楽しい！」第５回 釣同好会

　鹿島沖のヤリイカはそろそろ終盤戦ということで、前回のリベンジも兼

ねて鹿島沖にヤリイカ釣に出かけました。陽気は春を感じさせる穏やか

な天候でした。懸案の波の方も日頃の行いが良いので軽いウネリ程度

でした。（←しつこいようですがこれが大事です！）

　上々の気分で釣行開始・・・しかしヤリイカちゃんからの魚信が乏しい

状況。内心、『わざわざここまで来てハズスのか？』と冷や汗ものでした

が、石高名人がポツリポツリと拾い釣り成功！次第に宮東さんや私にもア

タリが出始め、気付いてみるとコンスタントにアタリも取れて多点掛けも

チラホラ！最終的には私が竿頭ということに落第５回釣同好会ち着きま

した。（プチ自慢）

　ヤリイカは釣味も食味も最高で、今年

この釣りに出合えたことにホント感謝し

ています。改めて石高名人、ありがとうご

ざいます。これからは、相模湾や東京湾

でイサキやアジ、真鯛なども釣れてくる

季節です。

　船宿ではレンタルロッドもありますか

ら気軽に参加してみませんか？



２０１８年　４月１７日発行

【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】

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 ２４日（火）

５月 　１日（火）

５月    ８日（火）

５月   １３日（日）

卓話「台北七星RC訪問報告」、第１１回定例理事会

取り止め例会

青少年奉仕委員会「青少年の健全育成について」

親睦移動例会夜間例会

２６３０１２：３０

２６３１

２６３２

１２：３０

１８：００

籾山、松川（健）、本田、馬郡、田辺、石井

本田、森川、田辺、石井

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

４月   １日（日）

４月 １０日（火）

４月 １７日（火）

６

４

７６.００

８６.６７

１９

２６

幹事報告

　４月１日の家族会には伊豆まで大勢ご参

加いただきました。ありがとうございまし

た。親睦委員会の皆様にもお礼を申し上げ

ます。

　４月６日には大和田園ＲＣの創立３５周

年記念の式典がランドマークの７０階横浜

ロイヤルパークホテルで盛大に行われました。夜景がきれいで

大変盛り上がって大変素晴らしい式典でございました。

　泥棒のお話。ジプシー（ジタン）という人たちがヨーロッパ中

の各国に家族で暮らしています。主に極端なことを言えば仕事

は泥棒主に観光客をねらったものです。

それも子供を使った手法で・・・たとえば・・・

・新聞・服を前から引っ張る・肩に煙草の

火をつける

・縦長の財布を右ポケットに頭を出して入れ

ておくと１分以内には取られます。

財布はどの国に行っても上着の右側でボタンをしめる。

　ジプシーの彼らは国を持っていないので軽犯罪を犯しても

本日 ￥２４,０００  累計 ￥５０２,５００

◆斉藤敬訓様（綾瀬ＲＣ）／本日は久しぶりにメイクアップ

させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

◆武田茂会長／４月１日の家族会は大変楽しく過ごしまし

た。ありがとうございました。

◆宮東悠会員／皆出席、２６年、在籍３１年のお祝いをい

ただけました。アリガトウございます。

◆宮東悠会員／４月１日のお花見家族会では、戸張親睦

委員長、親睦委員のみな様、には大変お世話頂き、アリガ

トウございました。家内共々。一昨日の地区研修・協議会

には出席してまいりました。勉強になりました。

◆籾山豊会員／在籍年数祝い、ありがとうございます。

◆籾山豊会員／お久しぶりです。相変わらずよろしくお願

いします。

◆花岡正会員／地区協への出席してくださった会員の皆

様、長時間にわたり勉強会、お疲れ様でした。協力ありが

とうございました。感謝します。

◆松川清会員／長い寒い季節から夏のような春となりサ

クラもちり、庭の隅からは、ユリが慌てだしている良い季節

になりました。

◆古木通夫会員／いよいよ僕の出

番！草むしり始まりました。

◆増正之会員／１．４月８日（日）１２：

３０点鐘。２０１８年地区研修協議会

に参加された方、お疲れ様でした。

◆佐々木和夫会員／宮東さん、ベン

ツの屋根がありませんでしたよ。気が付いていましたか？

◆中戸川公明会員／北砂さん、本日は出席ありがとうご

ざいます。

◆石高誠一会員／旅行の時、バスの車内から加山雄三

の光進丸が見えました。その日の夜に光進丸が燃えてし

まいました。歌にもなった船の最後の姿を見たので複雑

な気持ちになりました。

◆伊藤健司会員／いよいよ台北訪問が１０日余りとなり

ました。美味し料理と熱烈歓迎でお出迎えいただけるこ

とと思います。体調特に胃腸の調子を万全に整えて下さ

い。

武田　茂　会長

第2628回　2018年４月１０日（火）

第2627回　2018年４月１日（日）

司　　会 ／ 三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／ 戸張　美穂　会員
斉    唱／ 「君が代」「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／ 米山奨学生　グエン・タン・タム君
ビジター／ 綾瀬ＲＣ　斉藤 敬訓 様
  大和中ＲＣ 創立４０周年実行委員長

  神作 彰 様
  大和中ＲＣ 実行委員会幹事

  石川　健次 様
  大和中ＲＣ　幹事

  北砂 明彦 様

会長の時間

委員会報告

戸張ソングリーダー 三浦ＳＡＡ

森川　良三　幹事

・３月１６日付けで本厚木ロータリークラブが国際ロータリーに

加盟認証されました

・４月のロータリーレートは、１０４円です

【ポスティング】

・次第　・週報

・第１０回定例理事会議事録　・ガバナー月信

【回覧】

・２０１９年度　ロータリー青少年交換学生募集について

・２０１９―２０年度　ロータリー奨学生募集について

・箱根ＲＣ例会場・事務所移転について

・ｔｈｅ　ｒｏｔａｒｉａｎ

・ガバナー、社会・国際奉仕委員長より、ネパール子供病院へ

のメッセージ依頼について

・国際ロータリー出版物について、母子の健康月間　リソース

のご案内

広報・雑誌委員会／松川健治委員長

出席報告／馬郡委員

ロータリーの友の記事の紹介

親睦・ロータリー家族委員会／

戸張美穂委員長

次年度幹事報告／花岡正副幹事

第３階期前理事会を行いますので、

例会終了後、例会上に残ってくださ

い。よろしく。

お祝いの報告／

伊藤彦二副委員長

国がないので本国に送還するわけにはいかず、隣の国に追い

出しても隣の国が困るだけ！！

軽犯罪のため収監されてもすぐに出てきます。

これは延 と々続くと思われます。フランスは一年間の観光客

が６０００万人・日本は観光客が増えたと言っても２５００万人

ヨーロッパ全土は彼らにとって仕事場です。つくづく日本は海

に囲まれていてよかったなー。。と思います。

　来月５月１３日は清風で夜間例会ですが姉妹クラブの花巻

南ロータリーが数名でこちらに訪問されます。当日なるべく大

勢の出席をお願いします。

スマイルボックス報告

相原委員

「地区協議会を終えて」古川会長エレクト

　皆さんこんにちは。本日のクラブ

協議会は、４月８日に開催された地区

協議会の報告となります。限られた

時間ですので、私からは次年度の活

動方針に触れさせていただきます。

　活動方針は、『素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ

合いで生かそう』です。この方針を活動の底流にして、Ｒ

Ｉテーマ・地区ガバナーの運営方針に沿って活動しま

す。具体的には【①地域社会に密着した奉仕活動を実

施しよう②会員の増強を実施して活性化を図る③会

員全員参加による楽しい例会にしよう】です。

全てにおいて共通していることは『思いやる心』です。メ

ンバー一人ひとりがメンバーを思いやる気持ちを大切

にする。近年の退会者を見ても“思いやる気持ち”がも

う少しあればそれを防ぐことも出来たのではないかと

考えます。一年間どうぞ宜しくお願いします。

それでは地区協議会に参加された２名の若い委員長

の方にお話を伺いたいと思います。

＜地区協議会に出席された方よりの感想＞

【青少年奉仕部門　三浦高義会員】

　私自身、青少年奉仕に精通していな

かったので、部門別研修を経ることによ

り、インターアクトやロータアクト、交換留

学生等について見識を深めることが出来ました。質疑

応答においても今後の各プログラムへの改善点や仕

組みの見直しなどを議論しました。本題としては、次年

度の大和クラブがどのような青少年奉仕を実践する

かということですが、委員会で纏めた考えや皆さんの

お知恵を借りながら実りある青少年奉仕活動を実践

したいと考えます。

【社会・国際奉仕部門　相原聰会員】

　私も初めての参加でしたが、委員会と

しての活動方針を練り上げる大切な場と

捉えて参加しました。部門別のリーダー

からは基調講演、サブリーダーは各々の分野での事例

紹介でした。何れにしても『地域ニーズを分析し実践

すること』が大切ということでした。事業実施が自己満

足ではなく、その事業が継続（発展）性はあるのか？地

域から必要とされ喜んでいただける事業なのか？４つ

のテストに照らし、先に挙げた分析等を行い、計画・実

施をすることが肝要ということです。その他、ＭＹ　ＲＯ

ＴＡＲＹを活用したマイクロクレジットについて言及があ

りました。

　具体的な次年度の活動については、事業の相手方

の事情（事業実

施時期等）や補

助金等のスケ

ジュールもあり

ますので、今後、

委員会で精査

をして決定した

いと思います。

第６回クラブ協議会

皆出席、在籍年数祝い

宮東悠君会員

在籍年数祝い

籾山豊会員

米山奨学生

グエン・タン・タム君

大和中RC40周年

記念式典案内

神作実行委員長

４月１日 家族会 修善寺バス旅行

相原　夕佳様／相原　陽輝様／花岡　淳子様／本田　貞子様／崔宰源様／本田　峻瑛くん

本田　恵蓮ちゃん／本田　誠温くん／伊藤　昭子様／宮東　いつこ様／眞鍋　菊江様

松田　みゆき様／眞鍋　ゆかり様／三浦　愛衣理様／吉岡　和子様／森川　公子様／武田　真理子様

ゲスト

ヒッパレー 放してくれー 松崎那賀川堤の花畑 さわやかな風です 何人いるかな、一部はカカシです

会員お誕生日当日祝い増正之君 気持いいねぇ 気絶してます 桂橋 桂橋を渡って

桂橋を渡って竹林へ 見事な花だねぇ 戸張親睦委員長挨拶 車内幹事報告 車内集合

車内点鐘 手水(ちょうず)が温泉だよ 修禅寺にて

竹を材料にするのは難しいんだ カカシではありません 竹林の小径にて、起き上がれない吉岡君

奥様方も負けじとお美しい

スマイルボックス報告
相原委員

スマイルボックス報告
相原委員

釣行記「ヤリイカ釣りはヤハリ楽しい！」第５回 釣同好会

　鹿島沖のヤリイカはそろそろ終盤戦ということで、前回のリベンジも兼

ねて鹿島沖にヤリイカ釣に出かけました。陽気は春を感じさせる穏やか

な天候でした。懸案の波の方も日頃の行いが良いので軽いウネリ程度

でした。（←しつこいようですがこれが大事です！）

　上々の気分で釣行開始・・・しかしヤリイカちゃんからの魚信が乏しい

状況。内心、『わざわざここまで来てハズスのか？』と冷や汗ものでした

が、石高名人がポツリポツリと拾い釣り成功！次第に宮東さんや私にもア

タリが出始め、気付いてみるとコンスタントにアタリも取れて多点掛けも

チラホラ！最終的には私が竿頭ということに落第５回釣同好会ち着きま

した。（プチ自慢）

　ヤリイカは釣味も食味も最高で、今年

この釣りに出合えたことにホント感謝し

ています。改めて石高名人、ありがとうご

ざいます。これからは、相模湾や東京湾

でイサキやアジ、真鯛なども釣れてくる

季節です。

　船宿ではレンタルロッドもありますか

ら気軽に参加してみませんか？


