
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

12月 12日 34(7) 前々回 27 84.38 5 籾山・川本・引田・丸茂・塚田 

12月 21日 34(7) 前回 29 90.63 3 川本・引田・塚田 

1月 11日 34(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日￥42,000  累計￥246,000 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   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」 

   1月  25日（火） 12：30 2762 卓話 

   2月  1日 (火） 12：30 2763 クラブ協議会「60周年記念式典に向けて」 

   2月 8日（火）   取り止め例会（祝日週） 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 本田誠一会員／本日で今年の例会の締めとなります。ロータリークラ

ブメンバーの皆様におかれては、大変な中、ご健勝で各委員会の活動に御協力

賜り感謝申し上げます。笑顔で顔を合わせ、固い絆がさらに高まった事は、か

けがえのない財産です。輝かしい新年を迎えます事を御祈念申し上げます。 

◆幹事 伊藤健司会員／先日は、素晴らしい武田先生の絵を家内がいただいた

ので！！半年間ありがとうございました。残りの半年もどうぞよろしくお願い

します。 

◆眞鍋藤正会員／親睦委員の皆様、過日の家族会では大変お世話になりまし

た。伊藤彦二さん、娘の還暦祝いに趣向を凝らして下さいまして有難うござい

ます。久し振りに父親の面目が立ちました。多謝！皆出席のお祝い有難うござ

います。入会時に面倒を見て下さった道岸さんがお元気で出席されている限り

クラブの最長皆出席記録維持を目指して頑張ります。 

◆小金澤和夫会員／皆様、1年間大変お世話になりました。今年もあと1週間あまりとなりました。どう

ぞ良い年をお迎え下さい。 

◆古木通夫会員／“良いお歳を！” 

◆長谷川衛会員／家内の誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

◆増正之会員／天気が良いので富士山が見えました。良い事があるかも！ 

◆冨岡弘文会員／全国のガバナーが集まる、ロータリー研究会が、今年は、東京開催という事で参加し

ました。ＲＩ会長の来日中止は残念でしたが、2日間みっちり勉強させてもらいました。 

◆松川健治会員／皆出席、在籍年数祝いありがとうございます。 

◆吉岡善一会員／あっという間に年末です。60周年に向かって、一致団結していきましょう。皆様良い

お年をお迎えください。 

◆石髙誠一会員／クリスマス会出席の皆様、大変ご苦労様でした。又、親睦委員の皆様及び会場設営に

ご協力いただいた皆様に大変感謝申し上げます。有難う御座いました。今年も今日で最後の例会です

が、来年も元気で会いましょう。 

◆森川良三会員／今年も一年ありがとうございました。 

◆石井規子会員／皆様、クリスマス会お疲れ様でした。とてもすごい吉報がありました。本田会長の息

子さんのマサさんが、東南アジアの美容界を代表するメンバーに選ばれました。神奈川県では2人だけで

す。私も伺って居りますが、本当にめでたいことです。おめでとうございます。 

◆三浦高義会員／2年ぶりとなった先日のクリスマス会、とっても楽しかったですね！ 

◆花岡淳子会員／2年ぶりのうかい亭でのXmas会で石井サンタからプレゼントをもらい大喜びの孫達を見

て、30数年前のXmas会で同じ様に喜んでいた子供達を思い出しました。いつのまにか「手に手つない

で」をひとりで歌える様になっていたジャクソンにも驚いています。大人数で参加させて頂きまして有

難うございました。 

◆細川康治会員／先日のクリスマス会、お疲れ様でした。はじめて会員として出席しましたが、「大人

の雰囲気」で、とても楽しかったです。 

スマイルBOX 

森川会員 
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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 

 

【大和ロータリークラブ活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」】 

会長の時間 

 

 第 2759 回 2021 年 12 月 21 日(火) 
     司    会 /  眞鍋 藤正 君 

     斉  唱 /  奉仕の理想      Ｓ.Ｌ./  籾山 豊 君 

     ゲスト/  なし  ビジター/  なし 

本田 誠一 会長 

先日のクリスマス会は、石高親睦委員長の指揮のもと楽しく過ごせました。 

未来へ素敵に育つ良い子たちにも思い出深い体験になったことと思います。 

 

コロナのせいでしょうか、走り続けたせいでしょうか、あっという間の一年が

過ぎようとしています。冨岡年度から引継ぎ、早や半年。パスト会長・幹事の

負けない精神を引き継ぎ多くの会員と今日までロータリー活動をしてまいりま

した。メンバーのご協力に心より感謝申し上げます。 

 

会長という立場となって皆様に触れることで感じたことは、人は何歳になっても華があるということ

です。一人一人の生き様がどんな時でも輝いて勇気と思いやりの大切さを教えてくれました。 

来る年も夢を追い求めていきましょう。 

今年以上にお付き合いが深くなり、皆さまに素敵な天使が舞い降りることを願っております。 

【報告】 
＜クラブ＞・12月28日、1月4日の例会は、休会となります。 

・座間クラブより、第6グループロータリーでのご案内が届きました。2月20日（日）

13時～16時 ユーチューブライブ配信で行います。詳細は、回覧しております。 

【ポスティング】 

・次第・週報（12/7、12/12）・第6回理事会議事録・侍写真・2020-2021年度

会計報告・クリスマス会収支報告・ガバナー月信 

【回覧】 
・第6グループ ロータリーデーのご案内 ・ロータリー奉仕デーポスター 

・2022年決議審議会への決議案提出のお願い・2024-2025年度 地区ガバナー・ノミニー候補者告知の件 

・ハイライトよねやま・疾病予防と治療月間のリソース・アムダマインズ冬募金について 

・バギオ基金2020年度事業報告書とご寄付のお願い・第13回大和子ども絵画大賞 ご後援御礼とご報告 

幹事報告 伊藤健司 幹事 



 

 

 

 

                              

 

 

 

 

第4回クラブ協議会 「半期を終えて」 

＜クラブ奉仕委員会 三浦委員長＞ 

 

コロナ禍における「変化への対応」という観点において、 

各種の制限がある中でも各委員会の皆さまのおかげで十分な活動ができていると思い

ます。 

まずは、親睦委員会のご尽力により、先日2年ぶりのクリスマス家族会が実現いたしまし

た。ご家族様のご参加も多く、とても楽しい時間となりました。 

 

そして会員増強のおきましても、桑原会員にご入会いただきまして、会員が一人増えた形となります。 

桑原会員のご入会に伴い、職業分類の観点では「システム設計開発」という分類が加わりました。 

引続き、今までにない職業分類を模索しながら会員増強に努めることで、よりバラエティ豊かなクラブにな

ると思います。 

 

8月～9月と続いた緊急事態宣言の影響で、プログラム委員会ではプログラムの組み直しが大変だったと思

いますが、その都度対応しながら例会実施につながっております。 

 

公共イメージの観点からは、毎年秋に開催されていた「やまと産業フェア」が例年のような大和駅周辺での屋

外開催ができないため、12月の1か月間、WEB上にて開催されています。大和ロータリークラブもこちらに

出展しておりますので、公共イメージアップにつながればと思います。 

後半の半期も、皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

＜職業奉仕委員会 細川委員長＞ 

先日の卓話でもお話ししましたが、来年の4月～6月の間に、「職業を語る会」を行いたい

と思います。 

書類等を作成し委員会を開いた後、皆様方に報告したいと思います。よろしくお願い致し

ます。 

 

 

＜社会奉仕委員会 丸茂副委員長＞ 

 

60周年記念事業である「大和ロータリークラブ市民活動推進助成金」につきましては、 

12月31日の応募締切までまだ枠がございますので、皆様よろしくお願い致します。 

 

 

 

＜国際奉仕委員会 花岡委員長＞ 

前半では、11月に花巻南RCを訪問することができて良かったと思います。 

 

今後は、3月の60周年には、状況が許せば台湾七星RCからたくさんの方がお見えになる

と思いますので、その時は全員で力を合わせてお迎えしたいと思います。 

 

来年は台湾七星RCも節目の年を迎えますので、台湾へも訪問できればと思っています。 

「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」の精神で両クラブの会員が直接会員同士がご縁を深めるのが 

一番だと思いますので皆さまご協力をお願い致します。 

 

また、米山留学生のアナスタシアさんともっと交流を深めたいと思われる方は、お気軽に私までご相談くだ

さい。 

 

 

一 言 知 恵 袋  親睦委員会 

 

皆出席・在籍年数お祝い 

 

 

 

◆伊藤彦二会員／豆腐 大豆を原料とする加工食品の一つ豆腐の「腐」という字を「く

さる」という意味に解釈している人が多いのですが、これは、「くさる」の意味ではな

く、中国では、柔らかく弾力のある固体のことを指しています。 

◆石髙誠一会員／明けましておめでとう、の明けましてはこれから始まるの事の意味で

はなく終わりの事を表しています。例えば梅雨が明けるや喪が明けると同じ意味です。

ですから、新年明けましておめでとう、は間違いで、新年は入れないで、明けましておめでとうござ

います。が正解です。今年間違って印刷してしまった方は来年から気を付けましょう。 

眞鍋会員、松川会員、おめでとうございます！ 

＜青少年奉仕委員会 増副委員長＞ 

絵画コンクールは未だかつてない応募作品数となり、10月3日に無事シリウスにて開催す

ることができました。 

特に武田会員ご夫妻には多くをお任せする形になり感謝しております。 

 

後半は市内の青少年関係の団体と交流を図る予定です。よろしくお願い致します。 

 

＜青少年奉仕委員会 松川会員＞ 

次年度の絵画コンクールは、まだ募集テーマが決まっておりません。 

アイデアがございましたらお知らせください。 

 

来年は今年度よりも準備期間に余裕があります。 

コロナ禍でも柔軟に対応していきたいと思いますので、ご協力いただける方はよろしくお

願い致します。 

 

＜本田会長より総評＞ 

皆さまより、素晴らしい報告をしていただきました。各委員会、最強のメンバーが揃ったと

思っております。皆様のおかげでこの半年間、大変な時であったとは思いますが、このよう

に無事に乗り越えられたこと、心より感謝申し上げます。 

本当に各委員会の皆様、ありがとうございました。来年も引き続き、さらに活動を活発に行

い、皆さまのご協力をもって良き年にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

委 員 会 報 告 

親睦委員会 副委員長 伊藤彦二会員／★①12月12日（日）のクリスマス会は、69名もの会

員家族が集まり、大変楽しい「つどい」が出来ました。ありがとうございます。又、計画し

た予算内で出来た事も報告いたします。★②花巻南ＲＣに先日表敬訪問したときに頂いた

「リンゴ」を大人には2個、子供達には「姫りんご」5個渡しました。本当にありがとうござ

います。★③親睦の今年度2回目の行事として5月の大型連休中に一昨年行った「すだて」を

計画しています。参加宜しくお願いいたします。★④新会員（塚田さん、桑原さん）の歓迎

会を計画中です。新年会も含め1月18日（火）18時北京飯店です。 

誕生日お祝い 

長谷川会員、奥様お誕生日おめでとうございます！ 


