2021年12月21日発行・編集：三浦
http://www.yamato-rc.org/

Since 1962

RI第2780地区

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ

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/

【大和ロータリークラブ活動方針：

「知恩」

「報恩」

「継承と変革」】

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ
: 会
長 / 本田 誠一 幹 事 / 伊藤 健司
例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分
: 会長エレクト / 吉岡 善一 副幹事 / 相原 聰
事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926 ： 事務局 e-mail / jimukyoku@yamato-rc.org
米山奨学生 アナスタシアさん、
あっという間の12月ですね！

一言知恵袋

出席報告
出席委員会 宮東会員

本日のSAA 眞鍋会員

第 2757 回 2021 年 12 月 7 日(火)
司
斉

会 / 眞鍋藤正 君
唱 / 君が代・奉仕の理想
Ｓ.Ｌ./ 相原 聰 君
ゲスト/ 米山奨学生 ジャリー、バーバラ アナスタシア 様

親睦委員会 山田会員

◆細川康治会員／「一言知恵袋」の「一言」って、何文字くらいだと思
いますか？一般的に40～50文字程度を言うそうです。これからも文字数
にこだわらず皆様も「一言知恵袋」をよろしくお願いします。

会長の時間
スマイルBOX

本日￥9,000

累計￥203,000

◆会長 本田誠一会員／桑原新会員の入会式が無事に済み、大和ロータリークラブに
新風が吹くことが楽しみです。来る12日は、クリスマス会、大いに楽しみにしていま
す。
◆幹事 伊藤健司会員／桑原さま、ご入会おめでとうございます。本日の年次総会ど
うぞよろしくお願いします。
◆小金澤和夫会員／桑原さんの入会を歓迎します。
◆古木通夫会員／うれしい事が何もないので、スマイルします。
◆武田茂会員／長男が、上海に仕事で3年間旅立ちます。現地では、14日間の隔離だ
そうです。
◆吉岡善一会員／桑原様、入会おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、会員
増強にご協力よろしくお願いいたします。
◆花岡淳子会員／年の瀬も近くなりましたが、今年度のスマイル大賞をあげるとしたら、個人的には、
古木会員からの「初めて買った車がコロナでした」っていうのが今の所最高でした。
◆山田己智恵会員／桑原さんの大和ロータリークラブ入会、とてもうれしいです。今後よろしくお願い
します。

日付
今
後
の
情
報

時間

回数

プログラム内容

12月 28日 (日）

取り止め例会

1月 4日（火）

取り止め例会
12：30

2760

会長挨拶「年頭にあたり」

1月 18日（火）

12：30

2761

第3回クラブフォーラム「職業奉仕について」

出席％ 欠席

本田 誠一 会長

皆さんこんにちは。先ず初めに、先ほどの入会式において桑原治夫さんを私たちの
仲間としてお迎えすることが出来ましたことを会長として大変嬉しく思います。共に
ロータリーライフを楽しむことが出来ればと思います。また本日は、米山奨学生のア
ナスタシアさんが例会に出席されて私が言おうとしていた挨拶をしていただきまし
た。（笑）その挨拶にもありましたが、今年も残すところ後わずかになりました。私
も悔いのない毎日を過ごしたいと思います。アナスタシアさんの心遣いに感謝申し上
げます。
過日、１２月３日に海老名の地に於いて会長幹事会が開催されました。その席上、
各クラブの会長様より活動報告、所謂、近況報告がされるのですが、（手前味噌です
が）大和クラブほどの活動をしているクラブは数少ないと感じます。その諸活動を支えていただいている会員
の皆様に厚く御礼を申し上げます。
さて、本日は次年度の体制を皆さんにお決めいただく年次総会が開催されます。私の年度も約半年が終わろ
うとしていますが、ロータリークラブは脈々と次年度、そして次次年度と活動のバトンを受け渡す用意をし、
その（次年度の）活動も始まりつつあります。私たちの会社におかれても、そのように事業継承がスムースに
なされれば良いな、前向きに進めたらと感じ入る次第です。最後になりますが、１２日は親睦委員会が中心と
なりクリスマス家族会が開催されます。貴重なその時を、皆さんと楽しむことが出来ればと思います。本日も
どうぞ宜しくお願いします。

幹事報告

伊藤健司 幹事

【報告】

1月 11日 (火）

出席

ビジター/ なし

例会日

会員数

欠席者名

12月 7日

34(7)

前々回

28

87.5

4

川本・原田・引田・丸茂

12月 12日

34(7)

前回

27

84.38

5

籾山・川本・引田・丸茂・塚田

12月 21日

34(7)

本日

＜地区より＞12月ロータリーレートは1㌦114円です。
＜クラブ＞12月12日（日）クリスマス家族会で、14日（火）は振替休会となります。

【ポスティング】
・次第・年次総会次第・11月決算報告・ロータリーの友・週報

【回覧】
・ロータリー・社協だより・はまぎん キッズ・サイエンスNEO開催について
・β-グルカン協議会 オンラインシンポジウムのご案内・ホテル河鹿荘ご案内

入会式
日本エートス（株）代表取締役会長

新会員紹介者へ、ノベルティの授与

桑原治夫様

桑原様、ようこそ大和ロータリークラブへ！！

＜道岸会員へ＞塚田会員をご紹介いただき
ありがとうございます！

卓話

＜本田会長へ＞桑原会員をご紹介いただき
ありがとうございます！

花巻南ロータリークラブ訪問記
姉妹・友好クラブ委員会 三浦委員長

2021～2022年度 大和ロータリークラブ年次総会
【議案1】会長ノミニー候補者
森川良三君
【議案2】次期理事・役員候補者
●理事候補者

本田会長

決算報告
会計 眞鍋会員

原田賢君、松川健治君、三浦高義君、
戸張美穂君、山田己智恵君
●役員候補者
会長
副会長
幹事
会長エレクト
副幹事
会計
直前会長

次年度 理事・役員の皆さまでパチリ

吉岡善一君
伊藤彦二君
相原聰君
森川良三君
細川康治君
花岡淳子君
本田誠一君

以上、２つの議案とも賛成多数により
承認されました。
選出された皆さま、よろしくお願い致
します。

11月25日(木)～11月26日(金)の日程にて、花巻南ロータリークラブへ10名にて表敬訪
問をいたしました。コロナ禍において姉妹・友好クラブとの交流が難しい状況が続く
中、この度ようやく実現し、とても楽しく交流を図ることができました。やはり実際
に顔を合わせての交流は意義深いと感じました。参加メンバーの皆さまに、一言ずつ頂戴いたします。
＜花岡会員＞
とても楽しかったです。花巻南や台
湾との交流の機会はこれからも共
有したいです。みなさまのおかげ
ですっかり元気です！

＜伊藤幹事＞
2011年に井上会員をきっかけに生
まれた交流が現在まで続いておりま
す。当日の花岡さんのご挨拶が感動
的でした（と、録音データをご披露い
ただきました）。

＜武田会員＞
余裕をもって新潟経由で赴くは
ずが、雪の影響で宮城経由にてう
かがいました。岩手はコロナ対策
への神経の使い方が半端でない
と感じました。

＜本田会長＞
10名の訪問団での表敬訪問、他クラ
ブにも驚かれました。イベントに参加
し、人と人が触れ合うことで、そこに
ドラマが生まれ、何か感ずるものが
生まれます。ご参加いただいた皆さ
ま、ありがとうございました。

＜長谷川会員＞
花巻南のみなさんは、ロータリーの
ことをとても真剣に考えているこ
とがよくわかりました。次の日は山
形に寄って帰りました。福島はすっ
かり雪でした。
＜吉岡会員＞
花巻南の会員構成は中堅会員が少
なく、会長を2回務めないといけな
いかも、と悩まれていました。向こ
うは朝採りのりんごが6個で270
来年3月、60周年時にまたお会いできますように！
円！思わず購入しました。

