
日付 時間 回数 プログラム内容 

  3月 5日（火）  2666 卓話「災害時の水対策」 

  3月 12日（火）  2667 
卓話「イニシエーションスピーチ」 

上田英信君、川本龍成君 

  3月 19日（火） 取止め例会  休会 3/21春分の日（祝日週のため） 

  3月 26日（火）  2668 
卓話「会長エレクト研修報告」会長エレクト 

第10回 定例理事会 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

2月 23日 32(8) 前々回 22 75.86 7 

花岡、松川（清）、籾山、松川（健）、

本田、森川、川本 

 

3月 5日 33(8) 前回 27 87.1 4 本田、森川、戸張、田辺 

3月 12日 33(8) 本日     

                        http ://www.yamato-rc .org/ 
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◆座間RC 磯部芳彦様／春めいてきたので、ノコノコ

出てきました。本日よろしくお願いします。 
◆会長 古川毅会員／大和市役所 危機管理課 防災管

理担当 主査 蓮見暢孝様、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。2月23日の家族

会、親睦委員のみなさんご苦労様でした。とても楽しい

一日でした。立春も過ぎてもう春ですね。今日も皆様に

とってすばらしい1日でありますように。 

◆眞鍋藤正会員／待ちわびし佳人来りて春うらら 

◆花岡正会員／本日より妻、淳子が入会します。どうぞ

よろしくお願いいたします。とても残念なことに2月

で、41年皆勤がストップしてしまいました。突然の入院

となりました。残念！！残念！！ 

◆佐々木和夫会員／花岡淳子様、入会おめでとうござい

ます。また本日は大和市役所、蓮見様卓話をよろしくお

願いいたします。 

◆古木通夫会員／ここのところ、雨が多くて外仕事がは

かどりません！ 

◆長谷川衛会員／花岡淳子様ご入会おめでとうございま

す。これからロータリーを楽しんで下さい。 

◆宮東悠会員／花岡さん、ご入会オメデトウございま

す。 

◆増正之会員／花岡淳子様、大歓迎です。よろしくお願

い致します。蓮見暢孝様、卓話楽しみにしています。 

◆伊藤彦二会員／花岡淳子様、入会おめでとうございま

す。 

◆冨岡弘文会員／確定申告終盤です。忙しくて休む予定

が出席できてよかったです。 

◆石井規子会員／本日は、花岡先生の奥様ご入会おめで

とうございます。宜しくお願い致します。又、家族例会

では、皆様お疲れさまでした。伊藤健司さん、ドリンク

を運んでいただきありがとうございました。感謝で～す

(^^) 

 

長谷川 衛 委員 スマイルBOX     本日  \15,000  累計￥391,020 

花岡 正 幹事   幹事報告 

◆グエン タン タムさん例会出席です（最終奨学

金となります）   

◆会長幹事会 3/8（金）  

◆３月ロータリーレート １１０円 

◆会費の納入をお願いします。 

 

【ポスティング】 
◆次第  

◆週報  

◆第9回理事会議事録 

◆ロータリーの友   

【回覧】      
◆厚木県央RC２０周年記念誌 

◆相模原かめりあロータリークラブ チャーターナ

イトのご案内 

 出席される方は、3/12までに事務局までご連絡く

ださい。 

◆相模原南RC週報 

◆the rotarian 

◆神奈川県ロータリアン親睦テニス大会のご案内 

◆神奈川芸術文化財団より個人賛助会員募集のお知

らせ 第 2666 回 2019 年 3 月 5 日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「君が代」「４つのテスト」   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  /  座間 RC 磯部芳彦様 

古川 毅 会長 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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「ライオンズクラブとロータリークラブ」 
ライオンズクラブとロータリークラブとどちらの方

が上と言われていますか。 ライオンズクラブも奉

仕団体です。 奉仕活動を目標とするところはロー

タリークラブ変わりません。 

高度経済成長時期（1955年～1967年10％の成長）で

した。又、新しい企業が誕生した時期でもありまし

た。ロータリークラブは一業種一社の厳しい縛りが

あって、同業種の方はライオンズクラブに入会する

傾向でした。 

 今では、ロータリーもライオンズも会員の確保が

難しくなって、どちらが上と言うことは無く何ら変

わりないところまでになっています。（ まだ一部

の人は、どちらも自分たちが上だと思っているよう

ですね ） 

 ロータリークラブは、国際的な奉仕団体「国際

ロータリー」のメンバーのクラブの事を云います。 

「大和ロータリークラブもメンバーのクラブ」で

す。 ロータリークラブでは会員の職業論理を高め

る「職業奉仕」そしてそこから広がる「社会奉仕」

や「国際親善」を目的にしています。 

「超我の奉仕は最もよく奉仕する者、最も多く報わ

れる」 

を標語として定めています。 

 著名な会員には、パナソニックを起こした松下幸

之助や伊藤忠商事の伊藤忠兵衛、イギリス初の女性

首相マーガレットサッチーやトーマスエジソンも会

員でした。 

 ライオンズクラブは、国際的な奉仕団体1917年に

有力実業家によりシカゴで発足しました。日本では

1952年に支部が出来ました。 

   会員の義務は 4つありまして 

   ロータリークラブとあまり変わりません 

1、例会への出席 

2、クラブ活動（奉仕への参加） 

3、会費の納入 

4、クラブが地域社会に良い印象を与える行動 

   を会員の義務としています。 

ライオンズクラブは、世界最大の奉仕団体「ライオ

ンズクラブ国際協会」に所属するクラブの事を言い

ます。 

ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体であり「ラ

イオン」とは偉大な行為、高い理想と言ったものを

象徴としています。そのスローガンは「自由を守

り、知性を重んじ、我々の国の 

安全をはかる」と言う素晴らしい目標です。 

ライオンズクラブはロータリークラブのように奉仕

活動を個人で行うのでなく、チームワークを発揮し

て行うことによって有意義な効果を上げるように組

織された団体です。ライオンズクラブが奉仕活動を

行う時には「我らは奉仕する」クラブ全体でまと

まって一つの事業に基金を拠出して原則として個人

個人では奉仕をしません。 

 ロータリークラブは全員まとまって行う奉仕活動

もありますが、基本的にはロ－タリアン一人一人が

個人として奉仕活動の単位です。すなわち「私は奉

仕する」です。 

 自己の責任と判断に於いて自分の職業をとうして

社会に奉仕しようという考えが基本になっていま

す。 

 会長の時間 

2019年3月12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】 



●皆様に起こりうる災害 

近年は地震などの災害被害が多く、備えが重要となっ

ています。大和市でも、先ずは地震災害が最重要で

す。 

●風水害 

昨今は、温暖化の影響で風水害が増えている。 

ゲリラ豪雨などは予想も困難。市の事前情報も難し

い。（大和市の過去最大降雨料は１２２ミリ） 

対策は、戸締りと飛散防止フィルムなど、植木鉢など

の片付けも。 

●最近の気象状況 

●雨の強さと降り方 

●風の強さと吹き方 

●台風の大きさと強さ 

●風水害の対策 

●気象情報 

大きな被害予想では、早めの避難がいちばん大事。 

気象情報を確認を。 

●市からの避難情報 

●防災マップの情報を確認しましょう 

市からの避難情報を確認する。事 

前に避難場所などの確認を。 

●地震 

過去の大地震は発生確率が高くはなかった、現在は高

確率で警鐘されている事を忘れない。 

●大和市に被害が出る地震 

●地震の被害 

●公助 共助 自助 

「自助」と「共助」を先ず実践する。公助」がすぐ届

かない場合の生存を。 

●事前の準備 

●家具の転倒防止等 

耐震化、家具の倒壊防止など事前の準備を。 

●耐震化 

●各家庭の備蓄 

●ローリングストック法 

●トイレの確保を忘れずに 

各家庭での備蓄は最低３日分を。トイレの確保を。携

帯トイレの備蓄もポイント。「ローリングストック

法」で、普段の生活で備蓄を取り入れよう。 

●発生後の適切な行動 

●震度5以上を感知すると、ガスは自動で止ﾏﾘﾏｽ。 

発生後の適切な行動をガスは自動で止まるので、自分

の身を守ることが先決。 

大和市の「グラリ3分一斉行動」を学びましょう。 

●一時避難場所で情報を収集 

一時避難場所で情報収集を。→さらに避難するかの判

断を。 

●避難する？しない？の判断 

●災害時に最も大事なのは情報 

●やまとPSメール 

●ヤマトSOS支援アプリ 

災害時に最も大事なのは情報。「やまとPSメール」を 

登録して気象情報、災害情報を。 

「やまとSOS支援アプリ」の利用を。 

 

★自分の命は自分で守れるように。 

先ずは「自助」の取り組みが肝心で

す。 
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大和市役所 市長室 危機管理課  

防災管理担当 主査  

 

 蓮見 暢孝様            

 

「できてますか！？災害の備え！」  

卓話 

            お祝いの報告 

川本龍成会員 誕生祝  

 

            委員会報告 

 花岡淳子様 誕生祝  

「４つのテスト」額授与  

◆親睦委員会／吉岡善一委員長  
◆2月23日（土）家族例会を実施しました。27名参加でした。   

ロータリーバッジ授与  

グエンタンタムさん もうすぐ修業です  

指揮  

三浦高善会員  

 

 

           花岡淳子様 入会式 

     米山奨学金授与   ロータリーソング指揮 


