
 

例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月  13日 33(7) 前々回 29 96.67 1 引田 

 4月  20日 33(7) 前回 29 96.63 3 川本、引田、丸茂 

 4月  27日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   4月   27日 (火） 12：30 2740  クラブ協議会「地区研修を終えて」定例理事会 

   5月  9日（日） - -  家族会中止 

   5月  11日（火） - -  会員卓話 

   5月   4日（火） - -  取止め例会（祝日週） 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

親睦委員長 武田茂会員／ 

5/9（日）家族会延期について。  

   残念‼  

    ６月２０日こそ！ 

スマイルBOX 本日 ¥8,000       累計 ¥478,400 

◆会長 冨岡弘文会員／花粉の季節も終わりに近づき、ホッとしています。そろそろエアコンが

活躍し始める頃合いです。今日の石髙さんの卓話を聞いて仕事場のエアコンもお手入れを検討し

たいですね。 

◆会長エレクト 本田誠一会員／先日の地区研修、協議会YouTube参加、お疲れ様でした。各委員

長の年次計画のデザイン宜しくお願い致します。石髙さん卓話楽しみです。 

◆幹事 三浦高義会員／石髙さん、本日は、卓話を楽しみにしています。 

◆副幹事 伊藤健司会員／山田さんがスマイル担当なので！石髙さん卓話楽しみにしています。 

◆増正之会員／石髙様、空調卓話楽しみです。眞鍋様の奥さんお悔やみ申し上げます。 

◆松川健治会員／息子が大和市少年消防団に入団致しました。 

◆石髙誠一会員／人前で話しをするのが苦手な私ですが、今日は卓話をやらせて頂きます。皆さ

ん寝てても構いませんから。 

◆山田己智恵会員／大和市のコロナワクチン接種の新しい情報が先週出ましたので、配布させて

いただきました。高齢者も年齢順となり、当面の接種会場は保健福祉センターのみとなりますの

で、ご確認下さいませ。明日から始まる武田先生の絵画展には伺う予定です。追い返さないで下

さい。 

次年度青少年委員会 松

川健治会員／絵画コン

クール協賛金のご協力お

願いいたします（一口

5,000円）。 

吉岡善一会員／先日のＺＯＯＭ

の講習会は無事終了しました。

また行いますので参加下さい。

マイロータリー登録会も、多く

の参加をお願いいたします。 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 

大和ロータリークラブ 週報 
Yamato  Rotary Club Weekly 

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

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ 

  

                  

 テレビでは小池都知事が

「東京には来ないでくださ

い」と言っていて、大阪は緊

急事態宣言を要請する様子で

す。 

再びそうなったら、例会

は中止とするのが首尾一

貫した方針ですので、ご

了承願います。 

 

 今日は石高さんの卓話が楽しみです。貴重な例

会ですから皆さんと盛り上げて参りたいものです

ね。このような卓話をたくさん聞くのが私の計画

でしたが、例会が減って残念です。 

 

 先週、ZOOM講習の炉辺会合を行いました。少人

数で自分のスマフォを操作してのチャレンジは和

気あいあいと盛り上がりました。この時に真鍋さ

んもご一緒したのですが、その晩に奥様が急逝さ

れたと連絡を頂き、言葉が出ませんでした。辛い

ご病気などでなければと思いましたが、ご冥福を

お祈り致します。 

 

 台北七星RCが実施国で、我々大和クラブが支援

国のグローバルグランツが、残すは地区財団委員

長のサインのみとなりました。ここで私から改め

て報告書の提出が求められていて、何とか書きま

した。 

成功すれば素晴らしい事ですので、お誘い頂いた

七星クラブに感謝です。                

 

 

 

 
 

・眞鍋藤正会員菊江様ご逝去について 通夜祭：

本日/19時～ 明日/葬場祭：11時～ 大和斎場。               

形式は、神式です。 

 

・立法案（決議案）について 茅ヶ崎RCより提案

が提出されました。決議案を 回覧しております

ので、ご確認ください。反対等ご意見のある方は

会長または幹事までご連絡ください。 

 

【配付物】 

・次第・週報・卓話資料 

              

【回覧】  

・決議案（茅ヶ崎RC） 

・職業奉仕月間 卓話YouTube URLのお知らせ 

・やまと社協だより 

・生駒時計店カタログ 

2021年4月27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 

「紺ブレ」もあります 

冨岡会長 

幹事報告 

  

 第 2739 回 2021 年 4 月 20 日(火) 

     司   会  /   SAA  増 正之 君  

     斉  唱 /  「奉仕の理想」   

    Ｓ.Ｌ.   /  山田 己智恵 君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし 



 

 室内機フィルターの汚れで、冷・暖

房能力低下、水漏れ 

 室外機フィンの汚れでフロンが冷や

せず電気代が高騰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

会員卓話 
(有)横浜テクノサービス 代表取締役 石高 誠一 会員  

大和ロータリークラブ 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

11時に例会場入りして準備 

 皆を「さすがプロ」と唸らせた石高会員 

機器の整備で、安全かつ経費節減を！ 

「ゴキブリの話、聞かせてよ～」 

武田会員のリクエスト 

エアコンの付近からゴキブリが！ 

冷房でドレンホースから水が出て、ゴキブリ

がこれを飲みに来る。 

ここを伝わってエアコンに入って来ます。 

外のドレンホースに簡単につけられる、防虫

キャップがこれ。100円位、取り寄せますよ 

 今度は、釣りの話も聞きたいで～す 

当社ではビル全体の点検やメンテナンスをしています 

点検の結果不具合があったり、今後使うと壊れてしまう

等の不良個所を発見してその対策で、Vベルト交換・ベ

アリング交換・薬品洗浄・フィルター交換等の整備をし

ております。 

空調で分からないことがあったら、私に声を掛けて下さ

い 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

冨岡会長                              

今週も忙しい山田さん 

４月16日眞鍋藤正会員の菊江夫人がご逝去されました 

家族会での笑顔が忘れられません 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます 

例会をビシっと締めます 

今日も司会はSAA 増さん 

松川さんから、 

親睦委員会のためになる今週の

クイズ。 

高地トレーニングで鍛えられる

臓器はどこでしょう? 

 

①心臓 ②肝臓 ③肺 ④腎臓 

 

④が正解、 

人間の血液の酸素濃度を腎臓が

決めていて、トレーニングする

ことにより、酸素濃度が高まる

ため 

 

頑張れ！ニッポン！！ 

いつもながら、 

流れるような幹事報告  

ソングリーダーとスマイルと  

三浦高義幹事 


