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  スマイル BOX   本日  ￥27,000 累計 ￥281,900  

◆大和田園ロータリークラブ 須永理恵子様／田園

ロータリーから参りました、須永理恵子です。本日

は、花岡さんにご招待いただきメークにきました。

よろしくお願いします。 

◆会長 冨岡弘文会員／献血への呼びかけ活動に、

多くの方が参加して頂き、ありがとうございまし

た。午後の部参加の先輩方に負けないように頑張っ

たら、声が枯れました。 

◆三浦高義会員／本日は、皆出席と在籍年数のお祝

いをしていただき、ありがとうございます。あっと

いう間の4年間です。 

◆道岸唯一会員／誕生日11/12の祝いを頂きありがと

うございます。 

◆眞鍋藤正会員／昨26日、会長のお供をして、ＩＭ

のＰＲに海老名ＲＣに行ってきました。ここには、

税理士会大和支部所属の税理士が3名います。宜しく

お願いしてきました。全クラブを訪問する会長の熱

意に敬意を表してスマイルします。 

◆古木通夫会員／母、昌子の百寿に、素敵な花束を

いただき、ありがとうございました。 

◆長谷川衛会員／あっという間の35年。これからも

頑張るか！！ 

◆中戸川公明会員／誕生日のお祝いを頂きありがと

うございます。 

 

◆増正之会員／10月25日（日）社会奉仕の献血活動

のご協力に感謝致します。当日の採血結果、受付60

人、400ｍｌ、不適数9人、献血数は51人でした。 

◆古川毅会員／皆さん、こんにちは。11月度は財団

月間です。財団の活動は、ロータリークラブ会員皆

さんの寄付によって成り立っています。冨岡年度も

絵画コンクールが11月8日で実施されます。この活動

の費用の一部は、財団の補助金で行われ、大和ロー

タリーでは、初めてのケースです。第2780地区、久

保田年度のロータリー財団の寄付目標は、年次寄付

200㌦以上と恒久基金があります。大和クラブの財団

委員会の目標は、全員参加で実施することです。今

年度も、各自、事務局へ宜しくお願い致します。

（財団委員会一同より） 

◆石髙誠一会員／妻の誕生日のお祝いありがとう御

座いました。 

◆花岡淳子会員／大和田園ＲＣの須永様、大和ＲＣ

へ、メイキャップにいらして下さり大歓迎です。楽

しんでくださいね。 

◆山田己智恵会員／先日、初めての献血活動をしま

した。ありがとうございました。献血の方は、申し

出ましたが体重の条件にあわず、できませんでし

た。今日は、9月議会報告を配布させていただきまし

た。ご意見ご要望があればお聞かせください。よろ

しくお願いします。 

委員会報告 

出席報告  

吉岡委員                              

 

 

社会奉仕委員会 委員長 増正之会員／10月25日(日)AM10時～イオン駐車場にて、献血活動のお礼。 

青少年奉仕委員会 委員長 松川健治会員／絵画コンクール協賛金について。 

スマイルＢＯＸ委員会 委員長 戸張美穂会員／スマイル委員会より、今年度の新企画について。 

 

地区職業奉仕委員会 伊藤彦二会員／本年度は委員会の開催が多く10月16日にも行われ、私は、その

席では議事録作成になりましたが、耳が遠いため、短い文章でしか作成出来ませんでした。今まで

は、A4に3～4枚書かれる委員が多いですが、議事録は決定だけ書けば良いと思っています、次回は、

10月30日（金）です。 

出向報告  

伊藤彦二会員 

在籍年数お祝い       

長谷川会員 

11月4日の会長幹事会におい

て、成光学園に対する募金

活動に対し学園より感謝状
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 日曜日には社会奉仕委員会による献血支援活動に多

くの方が参加して頂きありがとうございました。過去

には寒くて大変だった思い出もありますが、今年は暖

かくって良かったですね。会場周辺は賑わっており、

長谷川さん、小金澤さん、宮東さんの先輩方が、マス

クの下から大きな声で呼びかけをして下さるのを見て

張り切って、家に着いたら声が枯れてました。大和ク

ラブの先輩方はお元気で素晴らしいです。 

 昨日はIMキャラバンで海老名RCまで、地区大会で

長寿会員表彰を受けた真鍋さんが同行して下さいまし

た。良いクラブ間交流になってると実感しています。 

 ところで、献血の現場で、メイキャップが話題に

なったようです。ロータリー定款10条1節により、理

事会が認めた奉仕活動については、当日の参加がメイ

キャップになります。 

 当クラブ自慢の活動計画書には、いろいろ書かれて

いますので是非じっくりご覧ください。 

 厚木ＲＣでは、活動計画書をひとり2冊配って、一

冊は名前を書いて例会場に並べていました。例会中に

見るのでしょうね？ 

 以前は、例会じゃないとメイクにならないと言われ

ていた気がしますが、地区大会や協議会、地区の委員

会などメイクになるものは沢山あります。 

 地区大会などを例会にするかどうかは、出席と別の

議論ですね？ 整理すると、献血は例会じゃ無いけど

メイクになるという訳です。 

 今度の絵画コンクールは、全員参加の事業にと思う

ので例会としております。年間の例回数があまり少な

いのも残念だと言う思いもあります。 

 

 

 

 

【幹事報告】 

・11/3祝日休会、11/10は振替休会で

す。 

・11/8（日）絵画コンクールです。 

【配付物】 

・次第・週報・9月理事会議事録 

・コロナ禍における出席欠席の取り扱いについて 

・絵画コンクール資料 

・北京飯店のお食事券 

                             

【回覧】  

・職業奉仕委員会 ミニ卓話について 

三浦高義幹事 

2020年11月17日発行・編集：冨岡 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 冨岡 弘文 幹 事 / 三浦 高義 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 本田 誠一  副幹事 / 伊藤 健司 

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： 職業に、人生にロータリーを活用しよう】 

会長の時間 冨岡弘文会長 

幹事報告 

  

 第 2728 回 2020 年 10 月 27 日(火) 

     司   会  /    SAA  山田 己智恵 君  

     斉  唱 /   「それでこそロータリー」   

    Ｓ.Ｌ.   /      戸張 美穂 君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  大和田園 RC 須永 理恵子 様  

 S.L 戸張 会員 



絵画コンクールについて 

青少年奉仕 松川健治 委員長 

 皆さんこん

にちは。本日

は貴重なお時

間を頂きあり

がとうござい

ます。今日は

皆さんに私と

会 社 の 事 を

知って頂けた

らと思います

ので宜しくお

願い致します。 

 まず初めに自己紹介ですが私は1972年6月19
日生まれで今年、年男の48歳になります。ネ

ズミ年は一生食べ物に困らないと言われている

みたいでこのような体形に現在なっています。

血液型はAB型で完全な2重人格です。 

 生まれも育ちも大和市で草柳小学校～光が丘

中学校～綾瀬西高校を卒業しました。 

 学生時代はサッカーに夢中になり自分ではな

んで選ばれたのかわかりませんが小学校～高校

までずっとキャプテンを任されました。 

 その時にチームメイトの性格を把握して注意

の仕方やどうやったらやる気が出るのかなどの

経験が今の仕事に活かされていると思います。 

 高校卒業後、テレビドラマの影響で添乗員に

あこがれ旅行の専門学校に入学し卒業後は旅行

会社に就職。2年間営業の勉強をして退職。そ

して今の建築業界に進むことになりました。 

 旅行会社を辞めた後、正直何がしたいのか全

くわからずとりあえず父親が大工だったのでそ

こで働こうと相談すると『大工になるのはいい

が他で修行してこいよ』と言われ座間の工務店

で5年間修行をしました。 

 その後、親の元で働こうと思っていましたが

仲間の大工さんから建売住宅を一緒にやらない

かと声をかけてもらい下請け業者として7.8年
くらい働いていました。 

 現在は私が事業を継ぎ、地域のお客様に喜ん

で頂きたいと思い地域密着でリフォーム工事を

しています。いざという時にすぐにお役に立ち

たいという思いもありますが、ロータリーの仲

間であれば、もちろん市外でも駆け付けます！ 

 どうぞよろしくお願い致します。 

  

 いよいよ、絵画コンクールの展覧会と表彰式

が目前です。当日の段取りなどを説明いたしま

す。 
 9：00集合、準備 

 11：00開催 

 13：00表彰式（銅賞） 

 15：00表彰式（銅賞、銀賞） 

 16：00片付け、仕分け作業 

 

 当日の注意事項 

16：00終了時間は必ず守ってください 

・補助金について 

補助機を使っての事業になりますので、雰囲気

を撮影した資料が必要となりますので、撮影可

能な方は撮影ご協力よろしくお願いします。 

・コロナ禍での開催について 

 来場者のマスク着用、検温、消毒、名前、連

絡先記入をお願い致します。 

前年度は一回でしたが、3密を避けるために二

回に分けて表彰式を開催致します。椅子の配置

についてですが、最前列はスペースを空けて設

置致します。表彰式は立ち止まることの内容に

流れるように行いましょう。賞状を受け取った

後フォトスポットにて希望者には撮影をお願い

致します。 

 

 マイクは山田会員よりお借りいたします。感

染防止に努めながら、応募していて頂いた児

童、保護者のみなさまに、学校関係者に感謝し

ながらぜひ成功させたいと思いましので、ご協

力宜しくお願い致します。 

 

 尚、例会の点鐘は10時を予定しておりま

す。 当日は、丸一日の取り組みとなりますの

で、ご都合に合わせてご出席いただければと存

じます。 

                                           

  卓話「コロナ禍における活動様式」 

イニシエーションスピーチ 
丸茂 清和 会員 

今年度の活動方針： 

 

今年度の活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう 

   昭和２年生まれから昭和61年まで！ 大家族の大和ロータリークラブ 

 誕生日祝いの方々        素晴らしきロータリーライフ♪ 

 みんなの先輩 道岸さん       なんたって 中戸川さん！    うれしい嬉しい 植松さん♪ 

献血活動 

皆様ご協力ありがとうございます！ 

例会で報告、増正之社会奉仕委員長                      血の気が多いので たくさん採ってやって下さい (^^)v 

午前の部と午後の部。 増委員長、一日中お疲れさまでした 


