
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

11月9日、10日 33(7) 前々回 25 83.3 5  森川、戸張、田辺、川本、植松 

11月 17日 33(7) 前回 20 69.0 8  籾山、岡田、本田、田辺、上田、川本、植松、森川 

11月 19日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    11月  19日（火） 12：30 2694  卓話「姉妹クラブについて」 

    11月 26日（火） 12：30 2695  イニシエーションスピーチ 植松 朗代 会員 

    12月   3日（火） 12：30 2696  年次総会 

    12月  8日(火） 8：30 2697  移動例会「交通事故撲滅大作戦」於：大和自動車学校 
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お子さんたちも大喜び 
好天に恵まれ、寄付する方が続々と！（顔に見覚えあり？） 

ポリオ撲滅キャンペーン 

第 2692 回 2019 年 11月 9日(土)、10日（日） 

大和産業フェアー移動例会 
ゲスト   / 大和商工会議所会頭 河西 正彦 様 

        第 2780地区ガバナー補佐 保田 嘉雄 様（大和田園 RC）  

ビジター  /  座間 RC 磯部 芳彦 様、海老名欅 RC 青木 浩一 様 

        大和田園 RC 大矢 英明 様 

交通安全教室の告知活動 

ポリオ募金額 ￥36.262 

第２６９３回「絵画コンクール移動例会」は次回合併号とします 

第 2691回 2019年 11月 5日(火) 

司  会   /  SAA  武田 茂 

斉  唱  / 「君が代」「四つのテスト」 

Ｓ.Ｌ.    /  財団学友 武智 由香 様 

ゲ ス ト   /  第 2780地区平和フェロー・奨学金委員長 小柴 智彦 様（藤沢東 RC） 

        財団学友 武智 由香 様（鎌倉 RC推薦） 
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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 

【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】 

 

山田 己智恵 様（議員）入会式 

本日のS.L.は卓話者 

財団学友 武智由香 様 

本日クイズは動物の足跡

卓話者&紹介者 

（内容は別紙参照） 

 

ズは 



大和ロータリークラブ週報 

会長の時間 

 本日は新会員の山田さんを迎え、今年2回目の入会式を滞りなく行いました。会員の皆さんご苦労様でし

た。 

 そして、先日、長寿会員で表彰されました松川清会員宅へ松川幹事と行ってまいりました。松川会員は

血色もよく元気にしておりましたが、足が悪いため今のところは出席できません。会員の皆様に宜しくと

話されていました。 

 さて今月はロータリー財団月間です。本日の卓話は財団学友の武智由香さんです。私からは財団の歴史

について少しお話し致します。 

 財団の歴史をおおまかに振り返ってみますと第６代国際ロータリー会長のアーチ・C・クランフ氏が、

1917年に基金の創設を提案しました。1928年にはロータリー財団と改称され、その後も拡大を続け「ロー

タリー財団なくしては、国際ロータリーがその世界的役割を続けることは不可能である」と言われるまで

になっております。しかしロータリー財団のシステムは複雑で分かりにくいと言う声が多く、財団委員会

は折に触れて研修を重ねております。 

 ロータリー財団のプログラムには人道的プログラムとして「世界社会奉仕ＷＣＳ助成金」「ロータリー

ボランティア補助金」「子供たちのための機会助成金」。そして毎年多数の男女を海外に留学させている

「教育的プログラムとして国際親善奨学金」これらのプログラムは全てロータリアンの年次寄付と恒久基

金と自発的寄付によって成り立っています。 

 年次寄付は年次プログラム基金という、いわば財布のようなものにほぼ3年間保管され、その間投資され

３年後に使います。これが「シェア・システム」です。教育への支援、貧困を救済、そして将来を担う若

者へ、今月のロータリー財団に多く会員の協力をお願い致します。 

 追悼の意味で先日亡くなられた緒方貞子さんについて、またロータリーとの関わりについて述べたいと

思います。 

 第８代国連難民高等弁務官緒方貞子さんは、日本人で2人目、女性初のロータリー親善奨学生として1951

年に米国に留学、その年は奇しくもUNHCRが活動を開始した年で、当時の吉田茂総理大臣がサンフランシ

スコ条約に調印して日本が主権を回復した年でした。 

 第2780地区から1987年アメリカに留学された中満泉さんは、元UNHCR職員であり、2017年５月に国連

の軍縮担当上級代表・国連事務次長に就任されています。 

 UNHCR職員として人道支援最前線で活躍している財団学友は少なくとも8人、日本人UNHCR職員の約1

割をロータリー財団学友が占めています。 

 

 地区大会の新世代交流会では中村恵さんの講演を聞きました。 

2000年に国連UNHR協会設立に伴い国際公務員からNPO職員に転身し、国連難民支援活動を後方から支え

広報活動に従事し、世界平和のために、足元から日々実践しておられます。 

 ロータリアンは青少年向けセミナーやチャリティーウォークに是非参加していただきたいと思います。

大和RCは微力ではありますが人道支援として2004～2005年度佐々木会長の時代にUNHCRに寄附をしてお

ります。 

幹事報告 

【幹事報告】 

・2019年11月5日（火）11月レートは108円です。 

・11/9・10は産業フェアです。 

・11/12は振替休会となります。 

・11/17（日）絵画コンクールは例会となります。 

【ポスティング】 

・次第・週報・卓話者略歴・大和市防災マップ 

・令和元年度市長が語る大和市 

【回覧】 

・第7回日大ロータリー親善会議福岡大会のご案内 

ご本人の誕生日のお祝い 

    道岸 唯一 会員（11月12日） 

 長寿会員表彰の常連で、いつも笑顔で例会出

席。これからもよろしくお願いします！ 

委員会報告 

公共イメージ・雑誌委員会副委員長 長谷川衛会/ロータリー友11月号に、花巻南ＲＣ前年会長

鎌田定悦様の記事が出ています。 

プログラム委員会委員長 吉岡善一会員/11月度プログラムに変更があります。配布資料をご参

照下さい。 

クラブ会報委員会 委員長 伊藤健司会員/週報記載ミス2960→2690 

姉妹・友好クラブ委員会 委員長 伊藤健司会員/花巻南ＲＣへの表敬訪問は、おかげさまで13

名になりました（11/14（木）～11/15（金）） 

ロータリー財団委員会 委員長 戸張美穂会員/寄付の件 

親睦・ロータリー家族委員会 委員長 戸張美穂会員/委員会開催の件 

社会奉仕委員会 委員長 相原聰会員/絵画コンクールの件 

  スマイルBOX    本日  ¥20,000 累計 ¥255,000  
 

◆平和フェロー・奨学金委員会委員長 小柴智彦様（藤沢東ＲＣ）／本日は、卓話のご依頼を

頂きありがとうございます。今後も奨学金のプログラムに御理解いただき、Ｒ財団への寄付を

お願いします。 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／①今年度2回目の入会式山田己智恵会員、大和

ロータリーを宜しく。 ②財団学友、武智由香様、本日の卓話宜しくお願いいたします。又、

小柴智彦奨学金委員長、武智さんの御紹介お願いいたします。 

◆道岸唯一会員／誕生日を祝っていただき有難うございます。 

◆佐々木和夫会員／本日は、武智さんの卓話楽しみに来ました。音楽好きの私としては近年ま

れに見る内容です。よろしく前回の分も合わせて私としては大型スマイルです。 

◆宮東悠会員／11月1日の臨時議員総会で商工会議所会頭を無事終わる事ができました。6年間

みな様のご理解、ご協力に対しまして感謝申し上げます。 

◆冨岡弘文会員／山田さん、入会おめでとうございます。会員増強委員長としては、素敵な方

に入っていただけて、とってもうれしいです。とにかく楽しいロータリーライフを満喫して頂

きたいと思います。 

◆戸張美穂会員／武智様、本日はありがとうございます。お話し楽しみにしております。山田

さん、これから楽しいロータリーライフ、ご一緒に楽しんでまいりましょう♬ 

◆ゴルフ同好会一同、ゴルフ同好会会長 小金澤和夫会員／10月7日、相模原ゴルフクラブに

おいて2780地区親善ゴルフ大会が開催されました。参加者250名と多数参加され盛大に執り行

われました。大和クラブから8名出席され、楽しい1日を過ごしてきました。 

司会＆クイズ 

報告者の皆さん（カメラ目線ありがとうございます！） 


