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米山記念奨学委員会 長谷川衛委員長
米山記念奨学寄付：現在、36万円です。
引き続き多くの方からの寄付を募集します。

http://www.yamato-rc.org/
今日のクイズ（絵画の値段？）

【大和ロータリークラブ活動方針：

会長エレクト 冨岡弘文会員
①地区補助金について：来年度適用補助金の説明会に出
席しました。大和RCは対象事業として絵画コンクールを
予定しています。（会場は満席でした。）
②財団奨学生の面接を行いました。希望渡航先は英国大
学院希望。学部学生時代に研究テーマに沿った留学をし
ています。将来、国際機関での活躍を望んでいる優秀な
方です。大和RCも大いに応援します。
③2019年度版手続き要覧（日本語）が配布されました。
クラブ定款はRIより改定された定款を使用します。
これにより、来週入会予定の山田様の職業分類を「市議
会議員」として入会が可能となります。

スマイルBOX

本日

ソングリーダー

長谷川会員在籍３４年

¥21,000 累計

¥235,000

時間

回数

11月 5日（火）

12：30

2691

卓話「財団学友」

11月9-10 日

-

2692

移動例会「やまと産業フェア」

11月 12日（火）

-

11月 19日（火）

12：30

会員数

10月 8日

32(7)

10月29日
11月 5日

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
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第 2690 回 2019 年 10 月 29 日(火)
/ SAA
相原 聰君
/ 「それでこそロータリー」
/ 原田 賢君
/

◆本田誠一会員／令和元年を残すところ2ヶ月。なんだかせわしい感
じがする。やり残したことはないだろうか？感謝で次年度を迎えた
いものだ。
◆石髙可誠一会員／妻の誕生日のお祝い有難う御座います。
◆三浦高義会員／皆出席、在籍年数のお祝いをありがとうございま
す。あっという間の3年です。
◆植松朗代会員／おかげさまで下の子達が今週末に1歳になります。
◆佐々木和夫会員／
1.眞鍋さんが長寿会員表彰で登壇表彰された事、眞鍋さんが一番お
若く見えました。
2.米山記念奨学寄附金5000万円達成クラブで表彰され伊藤会長が登
壇できた事
3.地区役員及びパストガバナー紹介が簡略されスマートになった
4.一方で、9人のガバナー補佐が自分担当の各クラブを紹介したのは
良かった。以前、グループ単位で紹介され、残念に思った事があり
また。（以上4項目良かった点について）
5．国歌斉唱の際、遠方より来られた韓国のロータリアンへ敬意を表
して韓国国歌を先に、その後「君が代」を斉唱するのか本来の姿で
しょう。

日付

例会日

知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】

三浦会員3年在籍＆皆出席

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／先日の地区大会、会
員の皆様出席ごくろう様でした。本日の第4回クラブ協議会で、時間
の許す限り会員の皆様に感じた事を発表して頂きます。
◆道岸唯一会員／地区大会で長寿のお祝いを頂きました。
◆眞鍋藤正会員／長寿会員として地区大会で表彰されました。
◆古木通夫会員／中央林間手作りマルシェ、11月24日（日）に14回
目行います。女の人に人気がありますので、覗いて見てください！
◆長谷川衛会員／あっという間の34年在籍。大和ロータリーは居心
地が良いあかしです。
◆武田茂会員／うれしい事なんか何もありませんがスマイルしま
す。
◆中戸川公明会員／誕生日のお祝いをありがとうございます。
◆増正之会員／10月27日、献血に参加された方、御苦労さまでし
た。
◆冨岡弘文会員／ラグビーもあと2試合。だんだん、やってみたく
なってきました。
◆伊藤健司会員／プロ野球シーズンも終了し、寂しくなりますが、
ＮＢＡやラグビー、アメフトなどで盛り上がりたいと思います。
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プログラム内容

＊振替休会（やまと産業フェア分）

2693

卓話「姉妹クラブについて」

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々回

29

93.55

5

田辺

川本

32(7)

前回

29

83.33

5

森川

戸張

32(7)

本日

田辺

石井

上田

詳しくは、内面に！

大和ロータリークラブ週報
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「地区大会を終えて」
伊藤 彦二 会長

＜宮東会員＞
10月19日の一日目に米山財団46名の表彰者として顕
彰午餐会に出席しました。古木会員もメジャード
ナーとして出席されておりました。小沢元RI理事、
若林RI会長代理の出席でロータリー財団と米山記念
奨学のよりいっそうのご協力をお願いされました。
＜植松会員＞
初めて地区大会に参加して、ロータリーが世界とつ
ながっていると感じました。世界を見渡し、必要な
部分に手を差し伸べて奉仕している状況がよくわか
りました。鎌倉ロータリークラブのインターアクト
の活動を母校の北鎌倉女子学園で行なっていること
をうれしく思いました。今後できる範囲で奉仕に協
力したいと思いました。

＜三浦会員＞
桜井様の講演がとても印象に残りました。美しい立
ち振る舞い、話し方がプロフェッショナルだと感じ
ました。翌日の朝にTV出演している姿を見て不思議
な感覚を覚えました。女性論からはじまり核心は憲
法改正論でしたがソフトな切り口から入りストレー
トに言及しない表現に高い技術を感じました。
＜相原会員＞
韓国国家が気持ちよく歌えました。司会者の斉唱の
紹介のしかた、前奏のある伴奏など行き届いていま
した。ステージのプレゼンテーション、時間進行に
余裕がありました。一昨年同じ会場で行なわれてい
たこともあり主宰側は習熟していました。
＜冨岡会員＞
1日目のクラブリーダーセミナーに参加しました。若林
RI会長代理の講演は大阪の方で大変ユニークなお話で
ありました。ある大阪の会員130名のクラブは他種の同
好会があり会員維持に熱心であります。年齢差を同好
会数20個でカバーしております。ひげを生やしている
方の同好 会、ゴルフ同好会は 3種類あり「110の王の
会」「もう10の会」などユニークで
す。女性会員の方が家庭を大切にし
ながらキャリアを築いるお話も大変
感動いたしました。

お祝いの方々

＜佐々木会員＞
以前は、地区大会の開催期間は「二日以上、三日以内」と決められ、その中
で各セッションの内容が決められていた。現在「ロータリー章典2019年10月
版」では開催期間について決められていないが、各セッションの内容には変
更が無いようだ。地区大会は地区ガバナーが主催する年一回の会合で、先輩
からは「ロータリーのお祭りだから参加して楽しんで来い」と言われた。本
年は、第一部が12:30から15:10までで2時間40分は確かに長すぎる。その間に
休憩時間を設けて欲しかった。しかし、ホストされたクラブ、実行委員会皆
様の企画力・アイディアにより良い地区大会だったと思う。

＜武田会員＞
例年と同じような印象を
もったが、桜井様の講演は
プロ意識が高いお話であっ
たが、その間韓国の出席者
全員が退席していた。右翼
的な内容を事前に察知して
いたようである。
＜松川幹事＞
伊藤会長とともに2日間参加しました。1日目
は地区の報告会、懇親会では声楽家の青柳歌奈
さんの喉を傷めていたことを感じさせない素晴
らしい歌声を聴きました。2日は新世代の方た
ちとともに「いのちの持ち物けんさ」という
ワークショップを通して、難民の疑似体験を
し、日々を改める経験ができとても意味のある
時間でした。幹事になり、知っている方が登壇
する姿を見て嬉しく感じました。表彰は、順位
など違和感を覚える部分もありましたが、寄付
に拍車がかかるという部分もあるのかなとも思
いました。地区大会も長時間であり、 体力的
にきついという方もおられると思います、今後
の課題もありますが、2日間参
加して2780地区の会員が参加を
して顔を合わせる大会、希望、
祝辞、感謝があるこの地区大会
は非常に重要な大会なのかもし
れないということを再認識しま
した。
＜伊藤会長＞
先日の地区大会ではわがクラブが米山財団に対し累計
5000万円以上に達したことに対する表彰を受けまし
た。古川年度で達した金額であり古川前会長にお礼を
申し上げました。

献血事業の報告
社会奉仕委員会

相原

聰君

10月27日イオンモール大和において、
献血事業を実施しました。
受付：64名 実施者59名でした。
ご参加いただいた皆様、誠にありがとう
ございました。

石高会員ご婦人お誕生日

会長の時間
広島に原爆投下を後世に伝える

原田会員ご婦人お誕生日

べく、大和ロータリークラブが
2014 年 7 月 に 引 地 台 公 園 内 に
「緑の遺産」と題してイチョウ

のもと、広島東南RCからお届けいただいたこと、皆様の

を植樹致しました。ところが公

お手元で大切に育てて頂けることを嬉しく思います。皆

園関係者の方に聞くと植樹して

様の手厚いお世話とお気持ちのもと、この苗木が元気に

から5年経過するのに全く成長していないので「新しいイ

育ってくれることを願っております。尚、この苗木はグ

チョウに植え替えたらいかがですか。」との話がありま

リーンレガシーヒロシマのメンバーである樹木医の堀口

した。広島東南ロータリークラブの錦織亮雄会員にお話

力さんが大切に育てていた苗です。

ししたところ、ご厚意で新しいイチョウが10月21日に届

（以上、錦織様からのメッセージでした。）

けられました。引地台公園管理者と相談の上、来春に植

大和RCといたしましても枯らすことなく大切に守り貫い

樹していただく予定です。元大和RC会員の吉川章さんに

ていく思いです。

依頼し約半年間管理していただく予定です。

広がることを願うグリーンレガシーネットワークの一員

広島東南RC 錦織亮雄会員からのメッセージです。

として活動していくことになります。

この苗は広島県縮景園にある被爆樹木、イチョウの木2
世の苗木です。母なるイチョウの木は、爆心地から1370

そしてこの銀杏の下、世界に平和が

幹事報告

メートルの縮景園で被爆いたしました。被爆の影響で爆
心地に向かって傾いてしまいましたが、樹齢200年を超え
る現在も生き続け世界に原爆の恐ろしさと、平和の大切
さを語り続けています。縮景園は、広島藩主浅野長晟が
元和（げんな）6年（1620年）に別邸の庭園として築庭し
たもので、作庭者は茶人と知られる上田宗箇です。1940
年に国の名勝に指定されています。命と平和の大切さ、
自然との共生の大切さ、そして希望のメッセージを伝え

米山梅吉翁

中戸川会員誕生日

る被爆樹木の苗を広島グリーンレガシーのネットワーク

【報告】
・11月5日は入会日です。
・11月9・10日は産業フェアです。
【ポスティング】
・次第・週報
【回覧】
・産業フェア出欠表・地区大会お礼文・the rotarian
・ハイライト米山・2020年ホノルル世界大会のご案内
・やまと絵画大賞表彰式のご案内
・レンブラントホテル海老名様よりご案内

