
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月 23日 33(9) 前々回 26 90.3 3  森川、田辺、上田、 

5月 21日 32(8) 前回 27 90 3  本田、田辺、原田 

5月 28日 32(8) 本日     

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

◆会長 古川毅会員／5月10日逝去された花岡会員に

お悔やみ申し上げます。告別式に参列されました会員の

皆さんご苦労様でした。本日は、青少年奉仕委員会によ

る第６回クラブフォーラムです。三浦委員長、委員の皆

さん宜しくお願い致します。 

 

◆古木通夫会員／ＦＭやまとＰＲ誌に、仲間の顔を

見つけましたので、回覧して下さい。 

 

◆長谷川衛会員／花岡正会員の葬儀は、大変立派な

葬儀でした。逝去された花岡会員は喜んでいると思いま

す。 

 

◆武田茂会員／森川さんがＣＤを出しました。良

かったら買ってあげてください。 

 

◆増正之会員／松川健治様、幹事引継ぎご苦労様で

す。 

 

◆伊藤彦二会員／妻の誕生日祝って頂きありがとう

ございます。 

◆花岡淳子会員／葬儀の折は、お忙しい中、ご会葬

いただきありがとうございました。深く御礼申し上げま

す。 

 

 

  スマイルBOX     本日  \16,000  累計￥497,020 

ソングリーダー 

指揮 上田英信会員 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    6月  4日（火） 18：30 2675  卓話 

    6月 11日（火） 12：30 2676  第7回クラブ協議会 「1年を終えて」 

    6月 18日（火）    取止め例会 

6gat   6月 25日（火） 12:30 2677  １年を終えて、会長・幹事挨拶 

今 

後 

の 

情 

報 

例会司会 

司会 SAA 相原聰会員 

委員会報告 

親睦委員会 武田茂会員／ 

令和元年の記念撮影について 

 

親睦委員会 吉岡善一委員長／ 

本日、例会終了後28日の夜間移動例会につい

て最終打合せを行います。親睦委員の方は

残って下さい。幹事、国際奉仕、ＳＡＡの方もお

願いします。 

第 2673 回 2019 年 5 月 21 日(火) 
司  会  /  SAA 相原 聡 君                
斉  唱 / 「君が代」「我等の生業」   Ｓ.Ｌ.  / 上田 英信 君 

ゲ ス ト  /  なし 
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 5月10日、逝去され、物故

会委員になられました花岡

会員に黙祷をささげたいと

思います。 

 起立願います。 黙祷。 

 

 5月は青少年奉仕月間で

す。今日は青少年奉仕委員

会による第6回クラブフォー

ラムです。三浦委員長、委

員の皆さん宜しくお願いします。 

 

 2018年～2019年度ＲＩ会長バリーラシン氏は年度

テーマで「インスピレーションに為ろう」と発表されまし

た。地区 脇ガバナーは、奉仕の実践の方針で「青少

年奉仕を実践する」と言われています。 

 私達、大和ロータリークラブは、ロータリークラブの一

員として、精神、意識を鼓舞して会員一人一人が切

磋、琢磨して元気なクラブづくりを目標に、会長として

残りの任期を邁進していきたいと思いますので、会員

の皆さん協力を、宜しくお願いします。 

 

 今日も、皆さんにとって 素晴らしい一日でありますよ

うに。 

 

 

◆横浜瀬谷ＲＣ名誉会員 小澤茂様の訃報の連絡が

入りました。 

◆5/28（火）花巻南ＲＣ合同例会 １８時半～ かに甲

羅です。 

  

【ポスティング】 

◆次第 ◆週報 

◆ガバナー月信 

◆第１１回臨時理事会議事

録  

【回覧】 

◆訃報 

◆相模原南RC週報 

◆㈱宮澤商店 代表取締役交代について 

◆卓話のご案内 

◆タウンニュース 

◆タウンニュース社移転のお知らせ 

古川 毅 会長 

2019年5月28日発行 

  
 

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                  : 会    長 / 古川 毅    幹 事 / 松川 建治   

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 幹事 会長の時間 



進行: 青少年奉仕委員会 三浦高義委員長 

 
今年度は社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会が 

その意義を重複させながら奉仕活動を行ってきました。 

 

次年度は増委員長が具体的に色々とイメージしてご計画さ

れていると思いますが、 

今後、複数年かけての計画も

きちんと行っていく必要があ

ると思います。 

 

そして今の子どもたちは、

我々が想像できないような時

代を生きていく事になると思

います。 

そういった中で、先日武田会

員より「未来の大和」をテーマに子どもたちに作文や絵を

書いてもらい、 

コンクールを行うという素晴らしい案をお出しいただきま

した。 

 

今後の青少年奉仕活動のアイデアについて、皆様から具体

的にご意見を頂戴できればと思います。 

 

【出席者から】 
 

●松川健治 代行幹事（青少年奉仕委員） 

 

佐々木会長の年度に、人を集めるのに大変苦労しました。 

何かアイデアを成功させるには、人を集めることが非常に

難しい事だと実感しました。 

武田会員のアイデアも素晴らしいと思いますので、成功さ

せるために早めの準備が必要だと思います。 

 

 

●武田会員（青少年奉仕委員） 

 

中学生ではなく小学生6年生まで

で、 

大和が将来どのような街になったら

いいか、とういような想像の絵を描

かせたり、 

大和の素晴らしいところの写真を小

学生に撮ってもらい、ロータリーク

ラブで表彰する。 

それを単年度ではなく、来年度、再来年度、60周年記念と

続けて、ロータリーで表彰していく。 

それが絵でなくとも、写真でも版画でもいいと思います。 

 

 

●松川清会員（青少年奉仕委員） 

 

我々の年代と現代の子どもたちの

心理状況や価値観は相当隔たりが

あるのかなと思っております。 

取り組み方も難しく、範囲も広く

なっていると思いますので慎重に取り組む必要があると思

います。 

 

●古木会員 

 

青少年奉仕事業は、単年度事業

ではなく、長期的計画でないと

いけないと思います。 

増会員から引き継いで、子ども

会を中心に人を集めて、子ども

会の為の音楽、という事業を行

いました。 

ただしこれは3年間しか続きませ

んでした。 

武田会員の案は長期的展望が開けると思いますので、ぜひ

進めていただきたいと思います。 

 

 

●戸張会員 

 

武田会員の案は素晴らしいと思

います。 

さらに大和クラブのホームペー

ジにその作品がアップされてい

ると、参加した子どもたちは 

嬉しいと思いますし、クラブの

ホームページを皆が自然に見に

来る形になります。 

そういった部分からもロータリーの裾野が広がる活動につ

ながると思います。 

 

●吉岡会員 

 

ホームページに関しては、戸張会員のおっしゃるようにト

ピック的な写真を載せたいと思います。 

武田会員の案には大いに賛成です。 

絵画の他にも、未来の大和をどうしたいか、といったス

ピーチコンテストや 

音楽（大和についての歌を作ってもらう）等も視野に入

れ、小学生に対して文化的なサポートを 

大和ロータリークラブが行っていくと良いと思います。 

 

●上田会員 

 

未来の大和を描くような絵を描い

てもらう、というのは良いと思い

ます。 

野球でもサッカーでも、スポーツ

やブラスバンド等の文化的な企画

があっても良いと思います。 

 

 

 

大和ロータリークラブ週報 

第6回クラブフォーラム 「青少年奉仕について」  
●伊藤彦二会員 

 

青少年奉仕はなかなか幅が広い活

動です。 

大和ロータリークラブでは、奉仕

活動の対象を絞った上で継続的に

何ができるかを 

直前会長や会長エレクトも含めて

話し合い、長期的に策定するのが

良いと思います。 

 

●森川会員 

 

未来のビジョンや未来の大和というよりは、今現状直面し

ている青少年の課題や問題点を 

周りがどのようにとらえているのか、という要素を知りた

いと思いました。 

例えば教育現場にいる先生たち

は、子どもたちにどうしてやり

たいのか、 

あるいは父兄はどういった子ど

もに育って欲しいのか等、子ど

も達の周りが何に困っているの

かを 

発掘するのも良いと思います。 

 

 

 

 

●花岡淳子会員 

 

活動分野の範囲を広げるのは理

想的だとは思いますが、 

原点に帰って大和クラブにて実

現可能な範囲を考えますと、理

想は理想として武田会員の案か

ら絞って 

始めるのが良いのではないかと

思います。 

 

 

 

 

 
●増会員（次年度青少年奉仕委員長） 

 

古木会員のお話にもありましたが、以前3年で終わってし

まったものを復活させたいと思っています。 

大和には子ども会という組織があります。そして18歳から

30歳までの「ありんこ」という団体があります。 

彼らは、子ども会活動に協力する団体です。ただお金があ

りません。 

ということで、大和中クラブや大和田園クラブにも声掛け

をして、3クラブで支援したらどうかと考えています。 

そして人集めの部分ですが、やはり長期的に2年前、3年前

から計画していかないと、なかなかうまくいきません。 

 

交通事故撲滅運動につきましては、子どもたちだけでな

く、高齢者も対象した奉仕活

動と意味づけ、 

引き続き続けてまいります。 

このあたりも「ありんこ」と

どのように結び付けていくか

を検討します。 

そして子ども会の問題点は役

員のなり手がいないことで

す。 

この点も、ロータリーがどの

ように貢献できるか、考えて

いきたいと思います。 

 

 

（最後に三浦委員長より） 

皆さま、色々な角度からのご意見をありがとうございまし

た。 

やはり単年度の計画ではなく、長期的な計画が必須だと思

います。 

今年度の私自身の反省も含めまして、今後クラブとして子

どもたちにとって有意義な活動を 

長期的に実現できればと思います。 

 

 

お祝いの報告 

伊東彦二委員 / 祝ご婦人の誕生日 長谷川衛会員 / 祝お誕生日 松川健治会員 / 祝お誕生日 


