
日付 時間 回数 プログラム内容 

  2月 19日（火） 12:30 2664  第５回クラブ協議会「ＩＭを終えて」 

  2月 23日（火） 12:30 2665   第２回家族会「蘇我梅林と酒蔵見学」 

  2月 26日（火） 12:30   振り替え休会 

  3月 5日（火）  2666 卓話「災害時の水対策」 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月29日 32(8) 前々回 21 72.41 8  籾山,本田,石高,森川,戸張,田辺,石井 

2月5日 32(8) 前回 21 75 7 古木･籾山･本田･森川・戸張・田辺・原田 

2月 19日 32(8) 本日     

                           http ://www.yamato-rc .org/ 

スマイルBOX   

            委員会報告 

◆古川毅会長／会員の皆さんお元気でした

か！！米山奨学生 グエン タン タムさ

ん、ようこそいらっしゃいました。立春も過

ぎてもうすぐ春ですね！！  
◆増正之会員／ 寒暖差が続きそうです。身体

に気を付けましょう。  
◆伊藤彦二会員／  本日は、第５回クラブ

フォーラムです。長谷川国際奉仕理事が風邪

のため、お休みですので私が代理でクラブ

フォーラム行います。会員の皆様御協力を宜

しくお願いいたします。  
◆冨岡弘文君／会計事務所は確定申告が始

まっています。インフルエンザ大敵です。

患った人は、外出しないようお願いします。  
◆石髙誠一会員／ インフルエンザも治りまし

た。又、元気を出して釣りに専念します。  

◆親睦委員会／吉岡善一委員長  
◆２月７日（木）に歓迎会を開催します。 

◆２月２３日（土）に、親睦家族会を開催します。曽我の梅を見て、おいしいランチの後、酒造見学です。 

みずき通り みずほ銀行前9：20集合 
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  本日  \5,000  累計￥365,020 小金澤和夫副委員長 

第 2662 回 2019 年 2 月 5 日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「君が代」「それでこそロータリー」   Ｓ.Ｌ.  / 三浦高善 君   

ゲ ス ト  /  米山奨学生 グエン・タン・タムさん 

ビジター  /  なし 

古川 毅 会長 
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花岡 正 幹事   幹事報告 

◆川本さん原田さん歓迎会 

 2/7（木）18：30～ アンキーオで行います。 

◆IM 2/10（日）14時点鐘  

 レンブラントホテル厚木にて 

【ポスティング】 
◆次第  

◆週報  

◆第8回理事会議事録 

◆米山寄付領収書 

◆財団特別寄付領収書 

       

【回覧】      
◆新春家族例会出欠表 

◆コンピューターエンゼルスよりご案内 

本日は、国際奉仕委員会、主催による国際奉仕・

姉妹・友好クラブについての 第5回 クラブ

フォ―ラムです。 

2018～2019年度 終のクラブフォーラムです。  

長谷川委員長以下4名の委員による奉仕実施計画

では、国際奉仕の使命を掲げ、ロータリー財団・

米山記念奨学の100％達成と国際的な視野を広げ

たいとの方針です。 

 会員の皆さんの活発な意見交換を期待していま

す。 

2月2日市内の「文化創造の拠点シリウス」で大

和市の市制60周年記念式典が、市民約1000人が

参加され開かれた。  

 大木市長は式辞で、今後の夢として大和市に新

幹線の新駅を設置する事と共に自らが進める「健

康都市」の政策の「進化」を掲げられていまし

た。 

 大和市は、1959年2月に県内14番目の市として

誕生した。相鉄・小田急・東急の3路線が走るな

ど利便性に恵まれ、ベットタウンとして発展し

て、現在人口は23万5千人。 

 式典には、国会議員・地方議員・各界の功労者

が参列され、神奈川フルハーモニー管弦楽団が大

和市の60年の歩みを映像に合わせて演奏。  

 大和市にゆかりの有るノーベル賞を受賞した根

岸英一さんや、サッカーの川澄奈穂美さんが映像

で紹介された。 

 特に地域で貢献された元、大和ロータリークラ

ブに在籍していた大沢弁護士の紹介もあった。  

 会長の時間 

市制60周年記念式典出席 感謝状授与の報告 

古川毅会長 

2019年2月19日発行 

  
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 

【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】 



 

＜姉妹友好クラブ・伊藤彦二委員長より報告＞ 

 

●2018年7月5日 

 

花巻南RCの第一例会に表敬訪問してきました。 

 

当日配布された会報に私（伊藤彦二会員）のことがも

う載っていました。 

大和クラブの様に、別途ポスティングされるプリン

トの内容も会報に含めて載っていました。 

この方法もよいかもしれません。 

 

スマイルボックスのベスト10が発表され、 

年間で、 高で7万円、 低でも4万円とのことでし

た。 

 

●2018年8月9日～8月12日 

 

台北、花蓮新城小学校の除幕式に参加してきました。 

 

東日本大震災の際に大きな支援をいただいたことへ

の御礼を改めて伝えると共に、 

今後、大和RCでもグローバルグランツを利用したプ

ロジェクトが生まれた際には 

ぜひご協力くださいとお伝えしました。 

 

 

●2018年11月15日 

 

花巻南RCの夜間例会に参加し、親交を深めてきまし

た。 

 

 

 

●2019年4月18日～4月21日まで 

 

台北七星RCの32周年記念式典に参加する予定です。 

 

 

＜姉妹クラブとの交流について、各会員よりひとこ

と（一部抜粋）＞ 

 

●石井会員 

 

花巻南の皆さまは、りんご

を贈って下さる等、いつも

気を使って下さるので、 

これからも国内の姉妹クラ

ブとして友好を深めていく

と良いと思います。 

 

 

●武田会員 

 

楽天の田中投手が投げて優

勝した年から毎年行くよう

になりました。 

私の描いた花巻南のみなさ

んの似顔絵を50周年記念の

際に大きく飾っていただい

たりして、 

ご縁が深いです。 

半期の会費が7万円と聞いて

いますので、スマイルが多い

のも納得です。 

 

 

大和ロータリークラブ週報 

 

 

  国際奉仕委員会  

  伊藤彦二 委員           

 

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」 

 

卓話 

 米山奨学金の授与 

米山奨学生 グエン タン タムさん 

 

   

●伊藤（健）会員 

 

32年前に台北七星RCと姉

妹締結をして、脈々と交流

がつながってきています。 

 

「交流というものは、顔の

見える交流を続けていかな

ければ、廃れてしまう」 

ということを以前に村田さ

んから教えていただきまし

た。 

 

先日台北を訪れた際に、台北七星の皆さまが花岡

先生のご回復を祈り、 

花岡先生の誕生日を心を込めてお祝いしてくださ

いました。 

 

「国を超えて、人と人とのつながりを築くことが

できた。 

これこそロータリアンの醍醐味であり、自分の財

産だ」と花岡先生はおっしゃっていました。 

 

ロータリーは素晴らしいな、と再認識致しまし

た。 

 

 

 

●道岸会員 

 

台北七星RCと姉妹締結を

したのは、先方の創立時で

した。 

大和RCの25周年時だった

と思います。 

 

現地の会長経験者が薩田さ

んとゴルフをして、 

「新創立する台北七星RC
は、日本のRCと姉妹締結を

したい」との話を聞き、 

その話を当時の横澤会長に伝え、実現しました。 

その時私は幹事をしていました。 

 

花巻南RCと姉妹締結をしたのは、大和RCの50周
年の準備委員会として動いていた時でした。 

「国内に姉妹クラブを作らないか」との話に、 

井上会員の従兄弟が花巻南にいらっしゃり、宮沢

賢治のご親戚とのこと。 

それはいい、という形で実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 花岡先生誕生祝い in 台北七星RC 

 


