
日付 時間 回数 プログラム内容 

  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 

  4月 2日（火）  2669 卓話 

  4月 9日（火）  2670 卓話「イニシエーションスピーチ」 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

3月 12日 33(8) 前々回 29 87.88 4 籾山、本田、森川、田辺 

3月 26日 33(8) 前回 24 77.42 7 
古木、籾山、本田、森川、田辺、石井、

川本 

4月 2日 33(9) 本日     

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

今 

後 

の 

情 
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◆ＲＩ第２７８０地区第６Ｇ次年度ガバナー補佐（大和田園Ｒ

Ｃ）保田嘉雄様／次年度ガバナー補佐としてごあいさつにまい

りました。本来なら中野ガバナー補佐とお伺いするところです

が事情により同行できません。次年度は伊藤会長はじめ皆様に

お世話になります。よろしくお願いいたします。 

◆相模原西ＲＣ 会長 関口修様／本日はお世話になります。

１５年ぶりの大和ロータリークラブの例会はなつかしいです。

よろしくお願いいたします。 

◆相模原かめりあＲＣ 会長エレクト和光早苗様、幹事エレク

ト森嶋洋子様／本日は、相模原かめりあＲＣチャーターナイト

のキャラバンメイクのお願いに参りました。どうぞ宜しくお願

い致します。 

◆会長 古川毅会員／1、“皆さんお元気でしたか。”相模原か

めりあロータリークラブ会長エレクト 和光早苗様、幹事エレ

クト 森嶋洋子様ようこそいらっしゃいました。2、伊藤会長エ

レクト、本日の卓話（会長エレクト研修報告）宜しくお願いし

ます。3、３月２４日、大和ナデシコスタジアムで、大和シル

フィードとセレッソ大阪堺レディースとのキックオフ。開幕戦

は１対３で敗戦でした（残念です）4、第６Ｇ 次年度 保田ガ

バナー補佐ようこそいらっしゃいました。5、相模原ロータリー

クラブ 会長 関口修様ようこそいらっしゃいました。 

◆佐々木和夫会員／ 本日は相模原西ＲＣ関口会長はじめ、相

模原かめりあＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。チャー

ターナイトにうかがいますのでよろしくお願いいたします。 

◆武田茂会員／誕生日お祝いありがとうございます。大台にの

りました。 

◆中戸川公明会員／本日は和光様、森嶋様、関口様ようこそい

らっしゃいました。 

◆増正之会員／1、誕生祝いありがとうございます。1、引地川

沿い桜情報。三分咲きになりました。今週末頃は花見最高か

も。 

◆伊藤彦二会員／次年度第６Ｇガバナー補佐保田嘉雄様、相模

原かめりあＲＣ 会長エレクト 和光早苗様、幹事エレクト森

嶋洋子様、本日はようこそ。又、相模原西ＲＣ会長 関口様よ

うこそ。 

◆伊藤健司会員／本日は誕生日のお祝いをいただきありがとう

ございます。待ちわびた球春、いよいよ開幕します。 

◆松川健治会員／相模原かめりあロータリークラブ和光様、森

嶋様ようこそおいで下さいました。戸張さんお久しぶりです

ね。宜しくお願い致します。 

◆吉岡善一会員／保田様、和光様、森嶋様、関口様ようこそお

いで下さいました。皆出席、在籍年数のお祝いをありがとうご

ざいます。 

◆石髙誠一会員／釣り同好会も人数が少しずつ増えてきて、原

田さんも本格的に始めました。次年度は原田さんを委員長にと

考えております。今後期待しています。 

 

長谷川 衛委員 スマイルBOX     本日  \18,000  累計￥434,020 

  ロータリーソング指揮 

指揮   

上田英信会員  

 

     委員会報告 

副幹事 松川健治会員／地区協の駐車場の件 

 

親睦・ロータリー家族委員会 武田茂会員／ 

４月１日元号が変わります。皆さんで新しい元号を

予想してください。 

第 2668 回 2019 年 3 月 26 日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「四つのテスト」   Ｓ.Ｌ.  / 上田英信 君  ゲ ス ト  /  なし 

ビジター  /  相模原かめりあ RC 会長ｴﾚｸﾄ：和光早苗様 幹事ｴﾚｸﾄ：森嶋洋子様 

  相模原西 RC ：関口修様 次年度第 6ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・大和田園 RC ：保田嘉雄様 

古川 毅 会長 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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先日、出張先で食べ物屋さんが無いので、近くのう

どん屋さんに入ったら、品書きに「並盛・大盛・特

盛・メガ盛」と、量を表す語が並んでいました。 

今時、珍しい食堂だなと思いながらさらに 

品書きを見ると、この食堂は、うどん・ラーメン・

どんぶり物・お惣菜などがあり万屋でした。 

うなぎ屋さんのように「並・上・特上」と言う区分

にも似て、よく見かける定着したランク付けです。 

30年前の人でしたら、ギョッとしたかも。「特盛」

は1990年ごろ「牛丼店」から一般化した言い方でし

た。 

「メガ盛」は今世紀になって言われ始めていて、 

2007年ごろ新聞では「メガ盛り」と報じていていま

した。 

 「メガマック・メガ牛丼」など「超特盛」のメ

ニューが注目されていました。 

「メガ」とは、もともと「百万」の単位の事で、そ

れが巨大な銀行を「メガバンク」と言うなど規模の

大きさを表すようになりましたね。 

「メガ盛り」もその流れの中で自然に現われたよう

です。「メガ」の上の単位は「ギガ」「テラ」皆さ

んも「ギガ盛り」「テラドック」 

（巨大なホットドック）と言うのを見たことがある

でしょう。 「メガ盛り」に対抗する言い方は「デ

カ盛り」です。これからはどちらが流行るのか見も

のです。 

   

会長の時間 はこれで終わります。 

◆会費の納入をお願いします。  

◆例会終了後、定例理事会があります。  

  

【ポスティング】 
◆次第 

◆週報 

◆2019-2020委員会一覧 暫定版 

◆親睦委員会より元号クイズ  

◆地区協出席者へ当日プログラムと会場図  

       

【回覧】      

◆米山学友会より交流 

◆インターアクト海外研修 

◆ハイライトよねやま 

◆事務局システムのご案内 

◆the rotarian 

◆ロータリー情報冊子のご案内 

◆相模原南ＲC週報 

 

 会長の時間 

2019年4月2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】 

  幹事報告 花岡 正 幹事 



ここ数年、プログラム委員会より、会長エレクト研

修セミナーの報告会はありませんでした。 

今年度は報告の機会を与えて下さり感謝いたしま

す。以下報告させていただきます。 

 

●基調講演１ 

小沢一彦 元RI理事 

「クラブの役割 ロータリーはクラブが基本」 

 

小沢一彦・元RI理事の講演はロータリーを把握せず

して語れないところが多々ありました。 

原稿を見ずに数字や人名などがすらすら出て30分間

話をされることは素晴らしいと思いました。 

ところが会員増減の話になった際、横須賀RCは現

在122名、大和RCは31名。 

「大和RCは出席されていますか？」私は手を上げ

ました。追い打ちをかけるように、 

大和RC初代会長永野氏の始まりは車体工業を中心

に車関係の人が多く集まったクラブですから 

衰退するのは目に見えている。 

横須賀RCは職業分類にも気を配り広く人材を集

め、現在の2780地区最大の会員数を誇っていま

す。」 

 

と大和RCをやり玉にあげていました。 

私はこの事は聞きたくありませんでした。 

 

実は2000～2001年度・小沢一彦ガバナーの時の地

区大会でも横須賀ホールで同じように名指しでやり

玉にあげていました。 

当時の出席者は「海軍カレーを食べて帰ってしまお

うか」という会員もおりましたが大人気ないという

ことで最後までおりました。 

 

基調講演は基本的な方針を提示する講演だと私は認

識しております。 

9月初め杉岡ガバナー公式訪問の時に基調講演の本

質を聞くつもりです。 

 

150名近くの会員の前で愚弄された思いがあるた

め、小沢一彦・元RI理事が他にも話されたことは 

頭から飛んでしまいました。申し訳ありません。 

 

 

 

       ビジターの皆様 

大和ロータリークラブ週報 

 

 

会長エレクト  

 

 伊藤 彦二  会員             

 

 「会長エレクト 

研修セミナーを終えて」 

 

卓話 

次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐大和

田園RC：保田嘉雄様 

 相模原かめりあRC：会長ｴﾚｸﾄ 

和光早苗様 幹事ｴﾚｸﾄ：森嶋洋子様 

           

吉岡善一会員 在籍7年祝  
相模原西RC 
会長：関口修様  

伊藤健司会員 誕生祝  増正之会員 誕生祝  

      お祝いの報告 

●基調講演２ 

野口英一会員（甲府RC）第2620地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

第2ゾーン 恒久基金/大口寄付アドバイザー 

「ロータリーを楽しもう」 

野口会員は山梨新聞社主であり、本日も会議を終わ

らせPETSに来られました。 

山梨県は、人口80万人ほどのところに、ロータリア

ンが3,000人近くいる。 

入会当初は仕事で出席できない日がしばしばあり退

会を考えていたら、 

あまりにも休みが多いため、クラブは私にどんどん

役職を与え、 

休まないようにさせられたのが今日に至っていると

思えてなりません。 

 

だから休む人にはそれなりの役職を与えれば、休ま

なくなる人も出てくると思います。 

しかし逆に役職を与えることで退会する方も出てく

るかもしれません。 

それは人を見て判断すればよいと思います。 

 

●第6グループ保田ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を中心とした打合せ 

2月末に中野ガバナー補佐が突然の退会で次年度前

半７～９月近くまで日程の調整がつかないことが 

多いと思われますのでご了解ください、とのこと。 

１．会長幹事会 毎月第1金曜日18時半～厚木RCよ

り持ち回り 

２．ガバナー補佐各クラブ訪問 6月より訪問 ビ

ジターフィなし スマイルボックス2,000円 

ガバナー公式訪問は日程調整中。公式訪問時は「ク

ラブ協議会」を行ってください。 

３．I.M 担当は厚木RC 2020年2月9日（日）レ

ンブラントホテル厚木 

大和クラブにおいては例会を行うので、早めに来て

いただきたいと思います。 

４．座間RC 50周年 2020年4月18日（土）の予定 

５．4クラブ合同例会 ホストは大和RC 2020年1
月14日 18時半～北京飯店 会費5,000円 

以後は座間→大和中→大和田園の順にて決定。 

 

●分科会 

＜クラブ会長の役割と責務について＞ 

（特に会長の時間について） 

 

会長の時間はできるだけ奉仕の話をしてほしいとの

ことでした。 

奉仕の話もするが、時事ネタや新聞コラムなども話

題として話したいと考えています。 

 

杉岡ガバナーはクラブ協議会の充実を図って欲し

い、とのことですので、 

クラブ計画書の委員会別に会長の時間に発表したい

と思っています。 

 

＜会員増強・会員維持について＞ 

会長として、次年度どのような考えで臨むか 

各会長エレクトからの発言 

・会員数は2名の純増を考えている 

・会員の平均年齢が高いので増強は難しく、維持に

努めたい 

・イベントやタウン誌掲載などにより、クラブをア

ピールしたい 

・ローターアクトなどの会員にロータリークラブ入

会へのアピールをしたい 

・ロータリーに入会しそうな人に例会やイベントに

参加していただき（食事代も負担）、雰囲気を知っ

ていただく。 

 

●全体会 

R財団学友、米山記念奨学生学友、インターアクト

学友などのスピーチが行われました。 

各スピーチについてはまとまりませんが、私が2004
～2005年度の幹事だった時に 

大和ローターアクトクラブ「31年間のあゆみ」を発

刊したことが思い出されます。 

・会長として色々な場所に訪問し、会長の顔を売

る。 

武田茂会員 誕生祝  


