
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月 16日 33(9) 前々回 24 77.42 7  石髙、森川、戸張、田辺、上田、原田、花岡（淳） 

4月 23日 33(9) 前回 27 87.1 4  森川、戸張、田辺、上田 

5月 14日 33(9) 本日     

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

◆会長 古川毅会員／・平成最後の例会日です。・

令和の初回の例会日は、5月14日です。会員の皆さん全

員出席しましょう。・台北へ行かれた皆さんご苦労さま

でした。 

 

◆古木通夫会員／選挙の争いの騒音は静かになりま

した。私は草との静かな戦いに入ってます！家内の誕生

日の予告、ありがとうございます。二週間前から憂鬱に

なります。 

 

◆長谷川衛会員／台北七星RC、表敬訪問団の皆様、

お帰りなさい。私は、オペあとだったので同行できませ

んでした。大変失礼致しました。4月18日（木）台北到

着日、花蓮で地震発生し心配しましたが、台北では、た

いしたことではなかったとのことでホット一安心したし

だいです。 

 

◆中戸川公明会員／在籍のお祝いをありがとうござ

います。 

 

 

◆増正之会員／1、台北行かれた方、お疲れさまでし

た。2、4月21日（日）地区協議会に参加された方、御苦

労様でした。疲れました。 

 

◆冨岡弘文会員／21日は顧問先社長の黄綬褒章のお

祝いでした。職業に尽くされ、人望も厚い方には本当に

敬意を払いたいものと思いました。官房長官や知事な

ど、出席者を見ると政治も必要なのだなとの実感です。 

 

◆松川健治会員／地区研修協議会出席ありがとうご

ざいます。おつかれ様でした。 

 

◆本田誠一会員／友好クラブ台湾七星クラブに訪問

してきました。お迎え、送迎までして頂き、式典は相変

わらず大盛況でした。大阪枚方ロータリークラブとも友

好の絆を深めることもできました。今回の訪問で学ぶべ

きことも大きかったです。 

 

◆石井規子会員／お誕生のお祝いありがとうござい

ます。台湾から昨日戻ってきました。とってもご親切に

して頂きました。 

  スマイルBOX     本日  \11,000  累計￥481,020 

ソングリーダー 

指揮 川本龍成会員 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

       5月 21日（火） 12：30 2674  第6回クラブフォーラム「青少年奉仕について」 

    5月 28日（火） 18：30 2675  移動夜間例会 花巻南ＲＣ様（場所：かに甲羅） 

    6月  4日（火） 12：30 2676  卓話 

    6月 11日（火） 12：30 2677  第7回クラブ協議会 「1年を終えて」 

今 

後 

の 

情 

報 

例会司会 

司会 SAA 冨岡弘文会員 

委員会報告 

ＳＡＡ 冨岡弘文会員／ 

ロータリーは５月よりクールビズです。皆様の判

断でご対応お願いします。 

 

 

親睦・国際奉仕委員会／ 

花巻南ＲＣ 来訪の件で  

日時：５月２８日（火）１８時３０分～２０時３０分 

会場：かに甲羅大和本店 

第 2672回 2019年 4 月 23日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「奉仕の理想」   Ｓ.Ｌ.  / 川本龍成 君 

ゲ ス ト  /  なし 

ビジター  /  なし 
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4月30日は休会になるの

で、今日は平成最後の例

会になります。私にとって

は記念すべき日です。 

5月1日は元号が変わり令

和になります。 

皆さんは元号の起源につ

いて考えて見たことがあり

ますか？ 

元号の起源は古くは、古

代中国で誕生しました。 

最初の元号は紀元前140年まえが起源で、中国では

清朝の時代を最後に消滅して西暦が使われるように

なりました。 

現代でも元号が使われているのは日本だけです。日

本の元号は「大化」645年に強大化した曽我氏を滅ぼ

し天皇中心の中央集権的国家造りが始まった頃制定

された。中断期はあったものの701年の「大宝」以降

「令和」まで連綿と続き、「令和」は248番目の元号にな

ります。ちなみに、一般には「元号」と「年号」は同意語

のように使われているが「元号」の「元」には代初めの

意味が含まれている。 

 明治以降の改元すべて天皇の代替わりに実施され

て来たため、「元号」とするのが本義だそうです。 

 

 「地区研修・協議会を終えて」第6回クラブ協議会 

が 出席担当者によって行われますので会長の時間

はこれで終わります。 

 

 

 

 

 

◆阿波踊りの協賛金を集め

ています。 

◆4/30、5/7 休会となりま

す。 

 

  

【ポスティング】 

◆次第 

◆週報 

◆臨時理事会議事録 

  

【回覧】 

◆the rotarian 

◆相模原南RC週報 

古川 毅 会長 

2019年5月14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 松川健治 副幹事 

会長の時間 



進行:松川副幹事 
台湾訪問と日程が重なり、参加者に苦労しました。 

(地区研修協議会の意義、目的を説明) 

 

【出席者から】 

相原会員 ： 奉仕プロジェクト部門 

今回で5回目の参加でし

た。会場の日本大学藤沢

キャンパスは校舎からの窓

の景色が絵画を思わせる 

完成度の高い建築、外構

計画になっておりました。

日大の教育の質の高さを

感じました。 

 

社会奉仕委員長として奉

仕プロジェクト部門（社会

奉仕、国際奉仕、職業奉仕）の研修に参加しました。 

 

①奉仕の理念は来期のガバナーの地区方針「1クラブ1プ

ロジェクト」に示す、クラブ全体での活性化を 

目指すものでした。「受け手によいプロジェクト」が成功

の秘訣です。 

 3つの部門の具体事例を説明しながら、奉仕の精神と

手法の紹介ふがありました。 

 

②国際奉仕プロジェクトでは小野リーダーによるフィリピン

の井戸の改修やインドのポリオワクチン投 

与について「子供の笑顔から感動と喜びを与えられた」

体験を紹介されました。 

 

③社会奉仕の理念については石井リーダーがRCC（地

域社会共同体）を推奨しております。半田RCC 

の防災訓練、子供食堂によるロータリークラブが地域の

問題を共に解決する組織造りのリーダーとな 

るプロジェクトを紹介されました。ロータリークラブは

RCCの会員ではない点が特徴です。 

 

④職業奉仕については石崎リーダーによる理念の説明

がありました。職業上のスキルを生かし、 

社会に役立つ奉仕をすることであります。また職業上の

スキルの該当がない方は「人として正しく生き 

る心、高潔性をもって奉仕にあたる」ことが重要である

説明がありました。 

 

全体に理念の難しい説明でしたが、奉仕の形は多様で

あること。受け手の状況や気持ちに沿った奉仕 

であること。委員会個々で完結するのでなく、1クラブ全体

で取り組むことが重要であることが理解できました。 

 

 

 

増会員 ： 青少年奉仕部門 

インターアクト、ロートアクトの

フォローについて。 

大和では以前に解散している

ので、大和地域の学校での

活動を支援するなど企画した

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

吉岡会員 ： クラブ管理運営部門 

・戦略計画、新会員のつど

い、規定審議会について、

マイロータリー 

・戦略計画：クラブを活性化す

るためには、長期計画を立

ててください。 

・新会員のつどい：ロータリー

の歴史、新会員相互の親

睦、ガバナーその他と直接

話す貴重な機会。ぜひ、新

会員は参加してください。 

・規定審議会： 

 大和ＲＣから提出された「例会と出席に関する規定の例

外削除等」が”採択”された。 

 提出案件数は、国別では、日本が最大。2780地区から

は、大和の1件。 

・マイロータリー： 

  - 一般のホームぺージは、会員以外の方向け 

  - 会員の見るホームページは、マイロータリー 

  - アカウント登録は、全体で約４０％。大和ＲＣは、

21％ 

  - 登録してください。名前とメールアドレスのみで登

録できます。 

 

 

 

原田会員 ： 新会員部門 

ロータリーを楽しむためにと

いう研修でした。 

3年過ぎるとロータリーは楽し

くなると習いました。 

大和ロータリークラブ週報 

第6回クラブ協議会  「地区協議会を終えて」 佐々木会員 ： Ｒ財団部門 
1.R財団全般について  田中賢三リーダー(PG) 

2.財団補助金(地区補助金・グローバル補助金・VTT)について 

吉野龍彦サブリーダー 

3.奨学金(平和フェロー・財団奨学生)について 小柴智彦サブ

リーダー 

 学友会について  財団学友 石塚愛さん 

4.補助金管理について 田所啓二サブリーダー 

5.財団寄付について 中村眞英サブリーダー 

6.クラブからの発表 

7.総括 

 

地区研修協議会の登録は870名であった。 

第2780地区で「ロータリー財団マニュアル」を作成し配布

された。 

クラブからの発表として： 

大和RCでは過去にクラブ認証概要レポートから、家族か

らの拠出と個人のポイント移譲する事で財団寄付金の増

進に努めた。 

クラブの認証ポイントを会員に等分移譲し寄付金増進に

努め、100%PHFのバナーを頂いた。 

会員個々のポイント移譲を活用する事で寄付金の増進が

見込まれる事が確認できた。 

頂いた資料は次年度R財団委員長の戸張さんに渡しま

す。 

 

松川健治副幹事 ： 幹事部門 

事務局の仕事は幹事を通し

て依頼する指示がありました。 

大和クラブへの表彰が無かっ

たのが寂しかったです。 

目下り気配りお節介がモッ

トーとしたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤エレクト ： 会長部門 

9名の出席でした。 

詳しい講評は7月以降に伝え

てまいりたいです。 

委員会の中身についてはク

ラブに任せるとの事で、私は

増強において工夫をしたの

ですがOKという事です。 

お祝いの報告 

原田賢委員 / お祝の報告 石井規子会員 / 祝お誕生日 古木通夫会員 / 祝ご夫人お誕生日 


