
日付 時間 回数 プログラム内容 

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） 

2月 10日  2663  第６グループ ＩＭ 移動例会 

2月 12日     取止め例会 (祝日週：建国記念日) 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月25日 31(8) 前々回 26 89.66 3  石高,田辺,上田 

1月 8日 32(8) 前回 27 90.00 3  籾山,森川,戸張 

1月 22日 32(8) 本日     

スマイルBOX  本日  \30,000  累計￥327,020 

◆会長 古川毅会員／明けましておめでとうございま

す。原田賢様、大和ロータリークラブへ入会おめでと

うございます。どうぞ宜しくお願い致します。会員の皆

さん、下期は全員出席で楽しい例会を実施しよう。 

◆幹事 花岡正会員／あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。あと半年ガンバリま

す。 

◆道岸唯一会員／新年明けましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願い致します。 

◆松川清会員／新年おめでとうございます。本年もよ

ろしくご指導ください。 

◆小金澤和夫会員／皆様、新年明けましておめでとう

ございます。今年も宜しくおねがいします。 

◆古木通夫会員／あけましておめでとうございます。

今年は絶対血糖値との戦いに勝つぞ！ 

◆長谷川衛会員／皆様新年あけましておめでとうご

ざいます。本年も宜しくお願い申し上げます。妻の誕

生を祝っていただきましてありがとうございます。 

◆宮東悠会員／１９８９年の今日、前日の昭和天皇の

崩御をうけて、年号が「平成」となり、早いもので３０年

が過ぎました。新年明けましてオメデトウ御座いま

す。本年もよろしくお願い致します。 

◆武田茂会員／新年あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いします。 

◆増正之会員／1、２０１９年、平成３１年、昭和９４年、大

正１０８年、今年もお世話になります。２、会員増強の

為、１人、１名御紹介よろしくお願い致します。 

◆冨岡弘文会員／新年あけましておめでとうございま

す。年度の後半も楽しい例会に、ＳＡＡからのご協力

をお願い致します。 

◆伊藤健司会員／新年あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。 

◆松川健治会員／明けましておめでとうございます。

皆様、宜しくお願い致します。 

◆本田誠一会員／謹賀新年 「変化」の年、皆様と絆

を大切にし有意義な一年としたいと思います。 

◆石髙誠一会員／明けましておめでとうございます。

今年も一年、安全に良い釣りが出来る事を願ってお

ります。 

◆石井規子会員／明けましておめでとうございます。

本年も宜しくご指導の程宜しくお願い致します。又、

原田さんご入会おめでとうございます。宜しくお願い

致します。 

 

 

 

委員会報告 
親睦委員会／田辺研一郎会員 

２月２３日に、早春家族会を予定しています。詳細は改めて

ご案内しますが、皆様、ご予定下さい。 

国際奉仕委員会／長谷川衛委員長 

台北七星ＲＣ記念例会への表敬訪問を４月１８日～２１日に

行います。多数参加で出席をしたいと思っておりますので皆

様の参加をお待ちしております。 

クラブ会報委員会／冨岡弘文委員長 

本日、例会後、委員会を奥の部屋で行います。 

 【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 2659回 2019年 1月 8日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君               Ｓ.Ｌ.  / 上田 英信 君  
斉  唱 / 「君が代」・「我等の生業」   

ゲ ス ト  /  米山奨学生 グエン・タン・タム君  
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古川 毅 会長 

     景気はどうなるの 

新年明けましておめでとうございます。会員の皆

さんは、初夢を見ましたか？私は、いつも夢を見ます

が悪い夢が多いですね。正月連休に見た夢は株の大暴

落でした。年末に株の乱高下がありその影響もあった

と思います。私は若いときから投資、競馬、競艇が大

好きです。話は変わりますが、明治以前にも金のなる

木があったそうですね、ユリ科の多年草で、青々とし

た葉が美しい（おもと）の事です。その鉢植えがブー

ムを巻き起こし、金生樹（金のなる木）と呼ばれ大名

や旗本が取引に加わり一億もの鉢が売れたそうです。

（おもと）の流行は明治期にもたびたび発生している

ので、１７世紀のオランダのチューリップ球根バブル

よりしぶといと言われています。生命力のみなぎる常

緑の葉に、人々は言葉に尽きせぬ期待をかけたのかも

知れません。さて、時は平成も末。（おもと）バブル

の伝統を持つ日本人を引き付けているのは、ビットコ

イン等の仮想通貨です。利便性もあり徐々に存在感を

獲得してきました。このところ盛んなのは一攫千金を

狙ったマネーゲームです。ビットコインの時価総額は

年初の１７倍、世界取引の４割は日本円らしい。（お

もと）は多くの新種を生み出し、それが投資熱に拍車

をかけたという。現代の[金のなる木]も、分裂で次々

に新通貨を誕生させて投資家達を歓喜させている。こ

の陶酔と熱狂を見ていれば、他人事ながら心配になる

のは、夢から覚めた後だ。年末の株価の大幅な下落、

さらに新年早々の大幅な高下、今年の景気はどうなる

の。心配ですね。 

花岡 正 幹事  幹事報告 
幹事報告：・1月15日の例会は祝日週の為休会です。・IMの出欠を回覧します。・1月レート 112円 

             ・2018-19年度後期 会費の納入をお願いします。 

ポスティング：・次第・週報 ・会費納入のお知らせ・理事会議事録      

回覧：・第2780地区 2590地区合同 奨学生帰国報告会のご案内・リベルタ・タウンニュース 

   ・ガーディアンエンジェルスよりご案内・和光ロータリークラブ用品カタログ 



会社沿革 

・昭和53年10月1日 原田塗装発足。  

・昭和59年1月5日 個人事業である原田塗装を法人成りして有限会社原田塗装を設立し、 

 事業の拡大を図る。  

・昭和61年10月17日 建設業の許可を取得して現在に至る。 

 神奈川県知事(般)第42269号  

・昭和62年4月1日 大和市に入札参加願の申請を行い、入札参加有資格者名簿に登録され 

現在に至る。 登録番号 第22021号  

・平成4年7月23日 大和市長より大和市優良工事表彰を受ける。  

・平成5年11月10日 資本金を300万円に増加する。  

・平成6年12月9日 住宅・都市整備公団に指定工事店の申請を行い、 現在に至る。 

 受付番号 第167号  

・平成7年4月1日 神奈川県土地建物保全協会に入札参加の申請を行い、入札参加資格者に 

登録され現在に至る。  

・平成7年7月1日 神奈川県に入札参加願の申請を行い、入札参加資格者に認定され 

現在に至る。 登録番号 第08A05022号  

・平成12年11月20日 建設業の許可追加申請 建築・防水取得、現在に至る。 

 神奈川県知事(般)第42269号  

・平成15年12月20日 代表取締役に原田弘子が就任。  

・平成16年10月 有限会社原田塗装を社名変更 株式会社ハラダ 

代表取締役に原田弘子が就任現在に至る。  

・平成19年 防衛庁、各国公庁、各市入札参加申請を行い、 

 入札参加資格者に認定され現在に至る。  

・平成３０年１０月１日代表取締役に原田 賢が就任。 

例会司会 相原 聰 君 

会社概要 

商号 株式会社 ハラダ  

本社 〒242－0024 神奈川県大和市福田6丁目9番地38  

会長 原田 弘子  

代表取締役 原田 賢 

 創業 昭和53年10月1日 （原田塗装）  

有限会社設立 昭和59年1月5日 （有限会社原田塗装）  

株式会社設立 平成16年10月 （株式会社ハラダ）  

TEL ０４６－２６７－５１９０  

FAX ０４６－２６７－６０４２  

資本金 金1.000万円  

従業員 18名  

事業内容/工事内容 建築塗装及び防水・営繕工事 

・防水工事(全般) 

・塗装工事(建築)  

・建築工事(営繕)  

主要取引銀行 横浜銀行 大和支店  

 八千代銀行 高座渋谷支店  

免許資格 1級建築土  1名 

2級建築士  1名  

 監理技術者  2名  

1級建築施工管理技士  1名  

2級建築施工管理技士(建築・仕上げ)   1名  

1級塗装技能士(建築塗装作業)   4名  

2級塗装技能士(建築塗装作業)   2名  

 職業訓練指導委員(建築塗装作業)  2名  

 危険物取扱者第乙種4類  1名  

 第1種衛生管理者  1名  

明けましておめでとうございます。会長を務めて６

か月が過ぎました。私は例会の流れを変えて楽しい

例会にしようと努力してきましたが、歴代の会長が

なされてきたことをそのまま真似ているように思い

ます。このまま続けていいのか迷っています。上期

では２名の新しい会員が入会されましした。この機

会に例会について考えてみたいと思っています。例

会は年間のクラブ計画書で週１回定められた日時、

場所で開かれます。今年度の大和ロータリークラブ

の例会は４０回です。すでに上期での２０回が終了

しました。例会場ではクラブ会員がお互いの交流を

深めて地域社会の出来事や身近な奉仕活動について

語り合う所となっています。大和ロータリークラブ

は原則として毎週火曜日に大和駅近くにある北京飯

店で開かれ、屋外例会では日頃ロータリー活動に深

い理解と協力を頂いていますご家族の皆さんも参加

され大いに盛り上がっています。ロータリー活動で

は出席する事が義務であり、三大義務は「会費の納

入・例会の出席・ロータリーの友購読」です。私は

例会日に出席免除者が全員出席する事を望んでいま

すがなかなか難しいですね、上期では例会数は２０

回、出席率は87.62％と報告されています。点鐘か

ら始まり、ロータリーソングを歌い会員のみなさん

と食事をとりながら会話を楽しみお互いに情報交換

等コミュニケーションをとります。会長の時間で

は、地区の連絡事項や近隣クラブからのお知らせな

ど、会長の身近にあった出来事などを皆さん話して

います。又、委員会報告では各委員会で計画した奉

仕活動経過報告や地域での出来事や話題などでも興

味深い内容も発表されます。プログラムの中でも卓

話は、毎回色々なテーマで行われロータリークラブ

の会員や外部から人を迎えたりして、普段接するこ

とのできない職業の方々から、色々なテーマで話を

聞くことができます。会員全員参加による楽しい例

会は、出席免除者の皆さんも例会に参加することで

す。またスマイルボックスは会員のユーモアによっ

て次々と披露されれば、例会場に笑いが渦巻き益々

盛り上がります。会員皆さん全員参加で楽しい例会

を実施したいですね。８月度は会員増強月間でし

た。会員増強の取り組みに「会員増強・維持委員

会」増委員長の方針は「例会の開催日時・会費」等

を取り組むことによって会員が入会しやすい環境つ

くりを目標としています。下期のプログラムでは時

間を頂き会員皆さんと討論会を実施したいと思いま

す。会員増強への取り組みは会員全員の協力と増強

しようというする活動がなければ達成できません。

例会は新会員が入会され皆さんと思い出に残る楽し

い例会にしたいものですね。           

お祝いの報告 

出席報告 

皆出席祝い報告 

 

増 正之出席委員 

会員お誕生祝い報告 

 

小金澤 和夫親睦委員 

長谷川 衛会員ご夫人のお誕生日 

おめでとうございます 

松川 清会員 

ポールハリスフェロー＋７

認証おめでとうございます 

米山奨学生 グエン タン タム君 

Chúc mừng năm mớI 
（あけましておめでとう） 

会長挨拶「年頭にあたり」 古川 毅会長 


