
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

3月 26日 33(8) 前々回 25 80.65 6 籾山、本田、森川、田辺、石井、川本 

4月 2日 33(9) 前回 29 90.63 3 本田、森川、田辺 

4月 9日 33(9) 本日     

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

の 

情 

報 

◆綾瀬ＲＣ 堀口淳二様／ 

 綾瀬クラブからまいりました、堀口です。本日は、おせ

わになります。よろしくお願いいたします。 

 

 

◆会長 古川毅会員／ 

 “なぜ”４/１なのでしょうか！！西洋ではエイプリル

フールです。改元するかどうか信じませんでした。安倍

総理の記者会見で信じることにしました。新元号は「令

和」です。グエン タン タムさん、卓話宜しくお願いしま

す。 

 

◆佐々木和夫会員／ 

 新元号が令和になり、小金澤さんと同じで自分の名前

の和が取り入れられました。うれしいです。 

 

◆小金澤和夫会員／ 

 家内の誕生日を祝っていただき

ありがとうございます。新しく元号

も令和と決まり皆様と一緒に元気

で令和元年を迎えましょう。 

 

◆古木通夫会員／ 

 四月になったというのに、心

がウキウキしません。なぜだろ

う？ 

やっぱり糖尿病のせいだな！ 

 

◆冨岡弘文会員／ 

 先日、息子の小学校の卒業式がありました。今年は４

８回目の卒業式で私は２回目の卒業生でした。子供達

の涙を見て、こっちも泣けました。 

長谷川 衛委員 スマイルBOX     本日  \9,000  累計￥443,020 

  ロータリーソング指揮 

指揮   

川本龍成会員 

  

     委員会報告 

副幹事 松川健治会員／ 

４/９（火）第３回期前理事会の案

内 

 

 

 
親睦・ロータリー家族委員会 武

田茂会員／ 

新元号当てクイズの結果につい

て 

  
期前理事会案内・ 

出席報告 

松川健治副幹事 

スマイルBOX  

長谷川衛委員 

日付 時間 回数 プログラム内容 

  4月 9日（火） 12：30 2670 卓話「イニシエーションスピーチ」 

  4月 16日（火） 12：30 2671 卓話「ロータリーあれこれ」 

  4月 23日（火） 12：30 2672 第6回クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」 

  4月 30日（火）   取り止め例会（祝日週） 

第 2669回 2019年 4 月 2 日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「君が代」「奉仕の理想」   Ｓ.Ｌ.  / 川本龍成 君 

ゲ ス ト  /  米山奨学生 グエン タン タム さん 

ビジター  /  綾瀬ＲＣ 堀口 淳二様 

古川 毅 会長 
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私はすきなテーマがあります。

2009年～2010年度RI会長ジョ

ン・ケニー氏です。 

 

「The Future  of  Rotary  Is  In 

Your Hands」 

 「ロータリーの未来はあなたの

手に」 

 

私たちロータリアンは何をすべ

きか、ロータリアンであることは一つの生き方を選択したと言

うことだと思っています。ロータリーの奉仕の理念、奉仕の

理想とは、遠くにあって仰ぎ見るものでなく自分の個人生

活、職業生活、社会生活の中で実現させることだと思って

います。 

ロータリーの奉仕の理想は、社会の中で自分を生かす道で

あり、社会をより良い方向へ導く強い力を持っていると信じ

て、またロータリーの魅力と可能性を追い求めることです。 

私たちは、ロータリーの持っている力を信じなくてはならな

いでしょう。 

ロータリーでは、私達がいかにあるか、いかにありたいかと

願うことすべてが基本的には、それぞれのクラブのロータリ

アンたちの手の中にあります。もし私たちのクラブが居心地

が良く例会がうまく運営されていれば、もし奉仕活動が入念

に計画され役に立っていれば、もし会員たちの質が高く誠

実でそれぞれ職業や地域社会で尊敬を集めていればロー

タリーは存続すると思います。 

これが「ロータリーの未来はあなたの手の中に」の理由で

す。 

 

◆花巻南ＲＣ 宮澤啓祐様が亡くなりました。葬儀は4月7

日（日）花巻市文化会館 

◆会費の納入をお願いします。  

◆例会終了後、臨時理事会があります。  

◆第43回神奈川大和阿波おどり開催に伴う賛助のお願い 

 

  

【ポスティング】 
◆次第 

◆週報 

◆理事会議事録 

◆かめりあＲＣチャーターナイト

ご案内（出席者のみ）  

   

    

【回覧】 

◆第43回神奈川大和阿波おどり開催に伴う賛助のお願い 

◆市子連だより 

◆米山梅吉記念館館報 

 会長の時間 

2019年4月9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 



①修士課程での研究結果報告。 

 ・ヒアルロン酸がどの様に存在しているのか？ 

 ・ヒアルロン酸の産生量はどの様に変化するのか？ 

 ・ヒアルロン酸は細胞内に移動する。 

などのテーマについて取り組みました。 

 

神奈川工科大学では無事に修士号を得て卒業できまし

た。卒業式にはベトナムから実妹も参加しました。現在、

就職活動中で広島の企業から内々定を頂いています。

（今月に最終面接を受ける予定です。） 

 

②米山奨学生の活動について。 

 ・奨学生仲間が集まる研修会で、出身国についての相

互理解を図りました。 

 ・米山奨学生が集まる2日間の旅行を楽しみました。 

 ・RCの国際大会交流会や地区大会等で喫茶コーナー

を運営して各国の料理を披露しあいました。 

 

 

大和ロータリークラブ週報 

 

 

米山奨学生  

 

 グエン タン タムさん             

 

「米山奨学金を受けて」 

 

卓話 

             お祝いの報告 

宮東悠会員 皆出席27年 原田賢会員 お祝いの報告 小金澤和夫会員 ご夫人誕生日お祝 

③ベトナムの紹介 

・人口は10%の増加率で、若者が多いのが特徴 

・ベトナムには地域ごとの少数民族がおり、民族衣装が特

徴的。 

・民族間で言葉が違ったりしていて、私も言葉が分かりま

せん。 

・ベトナムの伝統衣装。（映像で紹介） 

・ベトナムの日本企業の数は急増していて、地域によって

は日本語が通じます。 

 

〜ベトナム紹介のビデオ ＊有名観光地の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜質疑応答＞ 

古木会員：ベトナムは細長い上に、民族も５４あるので統

治しにくいのではないか？ 

 

タムさん：ベトナムは、キン族が人口の８０％以上を占める

ので金族中心の統治。山岳帯やジャングルにも他民族が

多く、全体統治は出来ていないのが現状です。 

                 親睦委員会 

 
今上天皇ご退位に基づき、平成に代わる新元号が４月１

日公布されました。新しい元号は『令和』（れいわ）に決ま

りました。皆様に新元号が何になるかクイズを出させてい

ただきました結果、当選者は一人もいませんでした。 

これじゃ面白くないので、二文字の内、どちらか一つ当て

た方を発表します。 

花岡さん、小金澤さん、長谷川さん、伊藤（健）さん、松川

（健）、事務局の松山さん、最後に私、武田でした。 

 当たりがない場合、私が１万円スマイルをするとお約束

をしましたが止めました。その代わりに半分当たった方に

素晴らしい賞品をご用意しました。 

 

【賞品の説明】 
初春の令月（れいげつ）にして、 

気淑（きよ）く風和（やわら）ぎ、梅は… 

 

これは、新元号の典拠になった万葉集

の件くだりですが、 

文中の梅にちなみ、和歌山県岩代で丹

精込めて作られた 

『奇跡の梅』をご用意いたしました。その

味わいはまるで 

完熟の桃のように、うっとりする美味しさ

です。（選者談） 

  新 元 号 決 定 

 

新元号クイズ 武田茂会員 商品の説明 三浦高義会員 


