
 【大和ロータリークラブ活動方針： 素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ合いで生かそう】 
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 古川  毅   幹 事 / 花岡  正 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 伊藤 彦二   副幹事 / 松川 健治 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ： 事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

第 2658回 2018年 12月 25日(火) 
例 会   司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君  Ｓ.Ｌ. / 三浦 高義 君  

      斉  唱 / 「奉仕の理想」                

ゲスト/なし 

ビジター/なし 
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幹事報告 

 

2018年12月25 日（火）幹事報告 

・近畿日本ツーリスト和田様がご挨拶にいらっしゃいました、会長、幹事へよろしくお伝   

 えくださいとのことです。 

・こども絵画大賞の記念品をお預かりしております。 

・大和市市政６０周年記念式典のご案内 表彰のご案内／２月２日（土）開式１３時 

 閉式１５時３０分 シリウス（会長）  

・大和青年会議所 賀詞交歓会 1月22日（火）開会１８時４５分～ 渋谷学習センター

（高座渋谷） 会費７０００円（会長）  

・会長幹事会 １月１１日（金）１８時３０分～ 本厚木 西洋懐石 じょ里い  

・Ｒ財団 ポールハリス表彰があります（松川清会員、増会員） 

・米山奨学会 米山功労者表彰があります（古木会員、武田会員）    

幹事報告：     

・例会終了後、定例理事会を開催致します。  

・新年の例会は、１月８日です。   

・IMの出欠表を回覧します。日時：2月10日（日）1400点鐘/懇親会17：45～ 

・ガバナーノミニーふじさわ湘南ＲＣ田島透さんに確定しました。詳細は回覧します。 

ポスティング：・次第・週報・期前理事会議事録・ガバナー月信・IMパンフレット  

回覧：・ロータリーの友事務所より2017-18年度の事業報告・THE ROTARIAN 

   ・財団ニュース・大和市社会福祉協議会特別会員加入のお願い・タウンニュース 

   ・ＰＡＬ・相模原南ＲＣ週報・アムダ協力について・やまとこども絵画大賞お礼状

12月31日は大晦日と言われています。12月31日は、大晦日と言われていま

す。現在、日本は新暦（太陽暦）を使って暦が決まっていますが、昔は旧暦（太陰

太陽暦）を使っており、その時は、月の最後の日を晦日と呼んでいました。大晦日

にあたる12月31日は一年で最後の日になるため、晦日に大をつけて大晦日と呼ばれ

るようになったそうです。又12月31日は、除日とも呼ばれ除日の除には、古いもの

を捨て去り新しいものを迎えるという意味があることから、除日は旧年と新年が入

れ替わる日、12月31日の事を示すそうです。12月31日には、日本全国のお寺で除夜

の鐘が鳴らされますが、これは除日の夜に鳴らす鐘だから除夜の鐘と言います。 

又、除夜の鐘を撞くのは108回と一応の決まりがありますが、実は108回の意味には

諸説があり、もっとも有力なのが仏教の教義において人間には108つの煩悩があり

その煩悩を追い払うと言う理由があるそうです。 煩悩とは、欲望や、苦しみなど

の心の乱れを指します。 海外の新年のお祝は、花火を打ち上げたり仲間内でパー

ティーをしたりと、とても華やかですが日本は、他の国と違い厳かに年を迎えます

ね。どの日本人にとっても除夜の鐘の音は心を清め穏やかにしてくれるものではな

いでしようか。 

古川 毅 会長 

花岡 正 幹事 



スマイルBOX委員会 

岡田 安二 委員長 

スマイルが少ないと予算が少なくな

るので改善の余地があります。11

月、12月は例会が少ないので集まり

が悪いと思います。来年はたくさん

のスマイルをお願いいたします。 

ソングリーダー 

三浦 高義 君 

職業分類委員会 

伊藤 健司委員長 

昨年度を見直し新た

に必要なところを考え

ながら新しい分類表

を作成しております。 

プログラム委員会 

相原 聰 副委員長 

スマイルの関連もありますので休会

が多い部分などは少し調整が必要

だと思います。2週休会ですと3週間

顔を合わせることができません。適

正日数があると思いますが次年度

は休みの間隔や行事調整なども考慮し

ながらプログラムを作成していけたらと

思います。 

 

SAA  

冨岡 弘文 君 

職業奉仕委員会 

伊藤  健司  副委

員長 

１月の職業奉仕

月間に講師の方

をお招きする予定

です。 

国際奉仕委員会 

長谷川 衛 委員長 

米山のご協力ありが

とうございました 

花巻南RCでは大変

な歓迎を受け絆が

深まりました。4月に

は台北七星表敬訪

問も控えておりま

す。 

青少年奉仕委員会 

三浦 高義 委員長 

図書の寄贈表彰の時に大和市長

より印象深い言葉がありました「AT

化が進んでいるこういった時代の

流れだからこそ自分の頭で考える

事出来る子供を育てていくには読

書が大事である」。産業フェアでは大和シルフィー

ドの選手の皆様にもご協力頂きPRにもなっ太と思

います。 交通事故撲滅大作戦ではたくさんの子ど

もたちにも参加いただきました。 

委員会活動報告 

出席報告 

籾山 豊 君 

会長エレクト 

伊藤 彦二 君 

第１回期前理事

会でSAAに武田

茂会員が承認さ

れました。 

社会奉仕委員会 

相原 聰 委員長 

青少年奉仕委員会と提携しまし

て市内の小学校への図書寄

贈、産業フェアでのポリオ撲

滅、イオンモールでの献血呼び

かけを行いました。 



ゴルフ同好会 

小金澤 和夫 会長 

9月に2780地区のゴルフ大会を

行いました。春には大和クラブ

で行う予定でおります。 

クラブ奉仕  

伊藤 健司 委員長 

会長、幹事の強い リ ー

ダーシップのもとクラブ会

報委員会によるご尽力より

まして、当初は会報委員

会のメンバーでないかたも

会長、幹事にお願いを致しまして予定者の段階で

増員という形で取り組みました。課題に真正面から

取り組んでいく姿勢で活動しています。10月には馬

郡さん、上田会員の歓送迎会行いました。川本会

員にも入会頂き来月にも入会予定の方がいらっ

しゃいます。 

出席委員会 

道岸 唯一 委員長 

100％の出席率目標に皆

様にをお願いをしており

ます。去年は８５％ぐらい

でしたが、今年はもっとよ

くなるようにしたいと思い

ます。 

クラブ会報委員会  

冨岡 弘文 委員長 

活動内容は原稿集め、写

真撮影、編集作業、印刷

などを行っています。委

員の負担になりすぎない

事を心がけております。

原稿を用意して頂けまし

たら助かります。良い写真がありましたら活用もし

ていきたいと思います。 

親睦・ロータリー家族委員会 

吉岡 善一 委員長 

7月３日に野郎会（22名）の参

加、クリスマス家族会（（７６

名）の参加、クリスマス家族会

には武田会員ご紹介の素晴

らしいジャズ歌手や司令官ご

夫妻にもにお越し頂きました。川本会員サンタク

ロースありがとうございました。2月には酒蔵見学を

予定しております。 

会員選考委員会 

眞鍋 藤正 副委員長 

前半は委員会を開いてお

りません。申し訳ありませ

ん。後半行いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

会員増強・維持委員会 

増 正之 委員長 

前半は2名の増員でござい

ます。（上田会員、川本会

員）来月には石井会員ご紹

介の原田さんが入会予定で

あります。前半は調査、後

半は選考を行っていきたい

と思います。目標は40名で

すので、職業委員会と協力

しながら努力していきたいと

思います。 

公共イメージ・雑誌委員会 

森川 良三 委員長 

ロータリーの友の記事を紹

介をしております。幅広く読

んでいただき良いところはも

ちろん改善点などの話が

あってもいいと思います。後

半も偏見と独断で紹介して

いきたいと思います。（笑） 

カラオケ同好会 

長谷川 衛 会長 

今年は2回行いました。1月２０

日すぎに行う予定です。楽しく

歌って健康に薬いらずの社会

にしていきたいと思っています

（笑） 



日付 時間 回数 プログラム内容 

１月15日    取止め例会 (祝日週) 

1月 22日 12:30 2660  第４回クラブフォーラム（職業奉仕について） 

1月 29日 12:30 2661  卓話「現在の経済情報」 第８回定例理事会 

2月 5日 12:30 2662   第5回クラブフォーラム（国際奉仕、姉妹・友好クラブについて）          

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月16日 31(8) 前々回 28 93.33 2  籾山,上田 

12月25日 31(8) 前回 26 89.66 3  石高,田辺,上田 

1月 8日 31(8) 本日     

スマイルBOX  本日  \28,000  累計￥297,020 
◆古川毅会長／会員の皆さんお元気でしたか！！今年も残すところ7日になりましたね。来年も宜しくお願い致します。クリスマス会ご

苦労様でした。クリスマス会のスマイルです。 

◆花岡正幹事／会員の皆様の協力により、どうにか半期無事に終わりました。有難うございます。来年もよろしくお願いいたします。 

◆眞鍋藤正君／４２年皆出席できました。皆様のおかげです。 

◆松川清君／松川健治君／親睦委員会の皆様、楽しいクリスマス家族例会をありがとうございました。在籍年数の御祝いをありがと

うございます。妻の誕生日のお祝いありがとうございます。 

◆小金澤和夫君／１年間大変お世話になりました。皆様どうぞ良いお年を迎えて下さい。 

◆古木通夫君／クリスマスの日に、古木一族の告別式。慌ただしい一年でした。 

◆長谷川衛君／楽しかったクリスマス家族会も親睦委員、皆様のご尽力で無事終了致しました。親睦委員の皆様ありがとうございま

した。平成最後の師走も数日で終わろうとしています。来年は新たな年号になります。皆様、体をご自愛くださり新年を迎えて下さい。 

◆籾山豊君／今年もお世話になりました。どうぞ良い年をお迎えください。 

◆増正之君／1、白内障の手術両眼終了しました。あいさつされてもだれかわからず困りましたがこれからは失礼のない様になると思

います。2、本年はいろいろありがとうございました。来年は亥年ですが、会員増強忘れずよろしくお願い致します。 

◆伊藤彦二君／親睦委員会の皆様、１２月１６日のクリスマス会は本当に御苦労様でした。次年度は昼間のクリスマス会に決定いた

しました。 

◆伊藤健司君／本年最後の例会ですね。今年も色々とお世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。皆様におかれまして

は良いお年をお迎え下さい。 

◆本田誠一君／今月１９日、次女が長女を出産、５人目の孫が出来ました。賑やかな正月になりそうです。 

◆森川良三君／誕生日お祝い、ありがとう。イエスより幸せです。妻も喜んでいます。 

[皆出席４２年・在籍年数42年] 

眞鍋 藤正 君 

ご婦人誕生祝

川本 龍成 君 

ご夫人お誕生祝 

ポールハリスフェロー ＋7 

松川 清 君 

ご婦人誕生祝 

森川 良三 君 

ポールハリスフェロー＋4 

増 正之 君 

古木 通夫 君（第19回米山功労者） 

武田 茂 君 （第4回米山功労者） 

在籍年数7年 

松川 健治 君 


