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吉岡会員お誕生日

宮東会員ご婦人お誕生日

本日

¥21,000 累計

◆米山奨学・学友委員会 委員 今井均様（座間ＲＣ）／大和Ｒ
Ｃの皆様、こんにちわ！！昨年は座間ＲＣ会長として親クラブの
大和ＲＣの皆様に大変お世話になりました。ありがとうございま
した。本日は新米の米山奨学・学友委員会の一員として参りまし
た。どうぞお手柔らかにお願い致します。
◆大和田園RC 河西正彦様／本日は、突然伺い2800円を支払まし
た。これからは事前に連絡したいと思います。本日も宜しくお願
い申し上げます。
◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／米山学友会会長
宋一大様、座間ＲＣパスト会長 今井均様、本日は大変忙しい中
卓話宜しくお願いいたします。大和市子ども会連絡協議会会長
小川陽子様、大和市役所 瀨戸大輝様 我々大和ＲＣは地域の発
展に協力を行っています。
◆眞鍋藤正会員／ワイフの誕生祝い有難うございます。金婚式か
ら9年経過。来年も元気でいてほしい。
◆佐々木和夫会員／本日は、米山学友 宋一大様、卓話よろし
く。また、今井さんようこそ。久しぶりにネクタイをしたらカミ
さんに首根っこつかまれている気がします。
◆古木通夫会員／暑い！10月になったのに、温暖化の進行早すぎ
る！熱帯化するのは、僕がいなくなってからにして欲しい！
◆長谷川衛会員／米山学友会 会長 宋一大さん、卓話宜しくお
願いします。地区 米山奨学 学友委員会委員であります、座間
ＲＣの今井均様、本日はありがとうございます。
◆宮東悠会員／家内の誕生祝いを頂きアリガトウございました。
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10月 15日（火）

－

－

取り止め例会

10月19日～20日

－

－

地区大会

10月 22日（火）

－

-

10月 29日（火）

12：30

2690

32(7)

10月1日
10月8日

【大和ロータリークラブ活動方針：

知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】

眞鍋会員ご婦人お誕生日

¥197,000

二人とも大代（オオダイ）にのりました。
◆武田茂会員／昨日、私の奥様が、買い物途中、財布等全て入っ
た袋をなくし、１時間後、つきみ野交番に届けに行ったら、もう
交番に届いていました。なんと、日本は、いい国だ！！
◆増正之会員／大和市子ども会連絡協議会 会長 小川陽子様、
大和市役所 こども部 こども・青少年課こども・青少年活動推
進係 瀨戸大輝様 よくいらっしゃいました。
◆冨岡弘文会員／ラグビー、日本代表がすごいです。感動して、
毎日筋トレに励んでおります。
◆吉岡善一会員／お誕生日のお祝いありがとうございます。
◆石髙誠一会員／ようやく少し涼しくなって来ました。釣り同好
会も本腰を入れて活動する季節になって来ました。
◆相原聰会員／このたび横浜国立大学大学院都市イノベーション
学府社会人博士課程後期に10月1日付けで入学を許可されました。
「住宅の温熱環境」に関する学位取得をめざします。
◆花岡淳子会員／ラグビー中継に熱中してます。国を背負っての
試合には、力（リキ）が入ってしまいますが、試合終了後はすべ
て「ノーサイド」いい言葉ですね！
◆植松朗代会員／お祝をいただき、ありがとうございます。本
日、大和駅で赤い羽根募金の羽根をジャケットに貼っていただき
ましたが気付いたらなくなっていました・・・。落ちていたら、
おそらく私のものです。

日付

9月24日

植松会員お誕生日

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 冨岡 弘文 副幹事 / 三浦 高義
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org

スマイルBOX

会員数

第６グループ

Yamato Rotary Club Weekly

社会奉仕委員会 相原聰委員長
絵画コンクール 審査会 10/8について
第12回やまと国際アートフェスタ ～2030年
の世界とわたし～ 10/4 14時～18時、10/5
10時～18時 10/6 10時～17時。
米山記念奨学委員会 長谷川衛委員長
米山記念奨学寄付について
姉妹友好クラブ委員会 伊藤健司委員長
花巻南ＲＣ 表敬訪問の参加受付をしていま
す。現在参加予定者10名となっています。
ゴルフ同好会 小金澤和夫会長
10月7日に地区ゴルフ大会が開催されます。

例会日

RI第2780地区
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第 2688 回 2019 年 10 月１日(火)
SAA
相原 聰君
韓国国歌「愛国歌」 「君が代」「四つのテスト」
原田 賢君
米山奨学・学友委員会 委員 今井均様（座間ＲＣ）
米山学友会 会長 宋一大様
（北里大学/韓国）
大和市子ども連絡協議会 会長 小川陽子様
大和市役所こども・青少年課
瀨戸大輝様
大和田園ＲＣ 河西正彦様

プログラム内容

司会

ソングリーダー

取り止め例会(即位礼正殿の儀）＊祝日
第4回クラブ協議会「地区大会を終えて」

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々回

25

83.3

5

本田

石髙

森川

石井

原田

32(7)

前回

26

83.87

5

本田

田辺

石井

上田

川本

32(7)

本日

詳しくは、内面に！

大和ロータリークラブ週報

サークルありんこ寄附金贈呈式
卓

話

大和ロータリークラブは長年に亘り、
「サークルありんこ」を支援しています！
＊サークルありんことは・・・・
市のジュニアリーダー研修会の参加者で構成さ
れています。サークルありんこは、青少年の健
全育成を主眼に、市子連と連携して大和市内の
あらゆる行事・イベントで活動しています。

「米山学友会について」
米山学友会 会長 宋一大 様
地区米山委員会 今井様

2011年から米山奨学生として北里大学大学院入学
いたしました。昨年度博士号学位が取得できまし
た。昨年から臨床研究員として後進の指導にもあ
たっております。

・海外の学友会の活動
2780地区の学友会の活動を紹介いたします。

2019～2020年度

世話クラブは相模原大野RC所属です。
2017～2019年度2780地区米山学友会長
に就任しました。応援よろしくお願いい
たします。趣味は読書、飲み会、スポー
ツです。出身は韓国の釜山です。釜山は
ダイヤモンドブリッジという名所があり
花火や眺望が楽しめます。東京のレインボー
ブリッジに似ていて設計者が同じです。
米山学友会は実業家米山梅吉の基金を1952年に設
立 し、1967年に優 秀な学
生を支援するロータリー
米山奨学会が設立されま
し た。米 山 学 友 会 は 日 本
国内33拠点 海外では9拠
点あります。
日本では2019年度は868人の奨学生を送り出して
います。累計は21023人の奨学生を送り出してい
ます。2780地区は今年度の米山奨学生は29人で
す。中国、韓国、台湾の奨学生が多く最近ではベ
トナムの奨学生が多くなってきました。活動は日
本全国の災害援助ボランティアです。学友会は海
外でも活躍しております。学友の中から多くの
ロータリアンそしてガバナーが誕生しています。

江の島クリーンキャンペーンの様子

地区大会で各国の飲茶を紹介し、楽しんでもらう
国際交流会を行なっております。今月の地区大会
でも活動いたしますのでどうぞ楽しんでくださ
い。国際交流会では各自の就職などの情報交換の
場にもなっております。
・国際交流会（地区大会の飲茶提供）
エンドポリオの活動支援に協力をしております。
外国人が浴衣を着るととてもアピールになりま
す。大和の奉仕活動にもご協力できます。どうぞ
ご連絡ください。
【2019年に行った主な活動内容】
・2019年エンドポリオ橋本七夕祭り募金活動
・2019年エンドポリオ東林間ワーニバル募金活動
・2019年エンドポリオ上溝祭り募金活動
【これからの実施する活動内容】
・10/5 研修会
・10/20 地区大会 お茶サービス
・11/24 国際交流会
・10～11月
各クラブでの学友卓話

大和ロータリークラブ指名委員会委員が選出されました！

直前会長

古川 毅

直前幹事

花岡正/松川健治

会長

伊藤彦二

会長エレクト

冨岡弘文

副会長

本田誠一

幹事

松川健治

副幹事

三浦高義

第 ｸﾞﾙｰﾌﾟ委員

武田 茂

第 ｸﾞﾙｰﾌﾟ委員

宮東 悠

第 ｸﾞﾙｰﾌﾟ委員

原田 賢

会長の時間

践している会員がいることは大和ＲＣの今後に大変有意義である
と思います。ロータリーは国際的な活動も多いと思われますが基

本日は大和ロータリークラブの奉仕活動

本的には地域に根差した奉仕活動をしていく事に意義があると思

の話をいたします。9月26日木曜日、相模

います。大和ロータリークラブの今年度の活動です。「絵画コン

原橋本ロータリークラブで伊藤健司会員

クール」10月8日

は「地域の防犯の取り組みとガーディア

作品が250点以上集まっています。「献血活動」10月27日イオンに

ンエンジェルスのルーツと現状」という

て開催。「ゴミ問題」2020年1月施設見学。「青少年活動」大和市

テーマで卓話を行いました。私は3年前に

内の子供会連絡協議会の中での活動しているサークル「ありん

伊藤健司会員の卓話を聞きました。内容

こ」に重点を絞る。以上会員の同士、手を取り合い地域社会との

の一部を引用と参考させて頂きます。1979年ニューヨークで13

つながりを大切にしていきたいと思います。そして地域の活動が

人の若者から始まった活動、（実はマクドナルドの社員から）

社会の一助となれば幸いに思います。

モットーは見て見ぬふりをしない。地下鉄のパトロール、ゴミ

会場

シリウス

幹事報告

拾い。トレードマークは赤いベレー帽と白いＴシャツ。戦争に
よる社会不安や人種差別の嵐が吹き荒れる中「街を良くしよ

【報告】
【ポスティング】

う。」という気持ちが芽生えれば人種も宗教も社会的立場を超

・次第・週報・議事録
・地区大会プログラム

えた連帯を作ることが出来る。新しく入会された会員の方でこ
の話は知らないという方もいらっしゃると思います。私は伊藤

エンドポリオナウでの活動

健司会員が赤いベレー帽をかぶって、大和駅周辺をパトロール
されているところを何度か拝見しました。熱心に奉仕活動を実

現在までに大和市の小学生の

【回覧】
・ガバナー公式訪問御礼状
・the rotarian
・台北七星ＲＣ 週報
・和光 カタログ

