2022年1月18日発行・編集：相原
http://www.yamato-rc.org/

Since 1962

スマイルBOX

本日

Yamato Rotary Club Weekly
http://www.yamato-rc.org/

￥26,000 累計

今
後
の
情
報

1月

25日 (火）

時間

回数

12：30

2762
2763

2月

1日（火）

12：30

2月

8日 (火）

12：30

2月

15日（火）

12：30

￥272,000

例会日

会員数

プログラム内容
卓話
クラブ協議会「60周年記念式典に向けて」

60種年準備委員会

出席

出席％

欠席

欠席者名

12月

21日

34(7)

前々回

29

90.63

3

川本・引田・塚田

1月

11日

34(7)

前回

27

87.1

4

籾山・川本・引田・塚田

1月

18日

34(7)

本日

「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

第 2760 回 2022 年 1 月 11 日(火)
司
会 /
SAA
松川 健治
君
斉
唱 /
「君が代」 「我等の生業」
Ｓ.Ｌ.
/
細川 康治
君
ビジター / 大和中 RC 会長 阿萬正巳 様
幹事 中村友彦 様
大和田園 RC 会長 古谷田紀夫 様
幹事 澤﨑秀夫 様

会長の時間

支援ご協力を切に願い、会長の時間とさせていただきます。

本田誠一

会長

本日もどうぞ宜しくお願いします。

皆さん、あけましておめでとう

幹事報告

ございます。本日は新年早々、

伊藤

多くの会員の皆さんにご出席を

【報告】

いただき、先ずもって会長とし

＜地区より＞

て御礼申し上げます。

・2024-2025 年 度 ガ バ ナ ー ノ ミ

先ほど道岸さんに乾杯のご発声

ニーに大和田園ロータリークラ

をいただきました。私はしみじ

ブ

みと道岸さんのように年を取り

ました。

たいと感じた次第です。これか

・2022-23年度地区役員・委員会

らも私たちロータリアンの鑑と

委員長ご就任委嘱の件

してご活躍いただきたいと存じます。

ガバナー補佐/オンツー・メルボ

今年は寅年です。皆さんはどのように干支が決定したかご

ルン国際大会委員会委員
員会

す。私は寅年ですが、36年に一巡りある「五黄の寅」です。

・1月ロータリーレート

寅年の傾向として、前向きでチャレンジ精神が強く失敗して

＜クラブ＞

も何度でも立ち向かうと言われています。寅年の方がいらし

［ポスティング］

たらご参考にして下さい。

・次第

副委員長

冨岡さん

幹事

地区クラブ管理運営委

細川さん
1㌦115円です。

・週報

た。私は仕事柄、成人式は多くの若者たちのお手伝いをして

・会費納入のお知らせ

いるわけですが、コロナ禍で心持も変化しているのか今年は

[回覧]

特に慎ましく礼儀正しい若者が多いと感じました。「ありが

・11/27

たい」という事柄を実感しているのではないでしょうか。ま

・タウンニュース

た成人代表の挨拶を伺いましたが、「自分のことよりも他人

・大和シルフィード

のことを大切にする、社会に役に立てる人に成長していきた

挨拶

い。」とのことでした。新成人の大いなる羽ばたきを期待し

・レンブラントホテル海老名様よりご案内

ます。

・大和市国際化協会様

今年は６０周年を形にする大切な年となります。皆様のご

健司

佐々木辰郎様が確定いたし

存知でしょうか？それは動物たちの競争物語に由来していま

さて、昨日は成人式でした。コロナ禍で迎える成人式でし

取り止め例会（祝日週）
2764

【大和ロータリークラブ活動方針：

武田委員長

山田委員長

◆大和中ロータリークラブ 会長 阿萬正巳様/幹事
央林間テニスクラブは、今年10月で創業40年になりま
中村友彦様 ／明けましておめでとうございます。なか
す！ ◆武田茂会員／明けましておめでとうございま
なかご挨拶できずに残り半年となりましたが、皆様と共
す。年賀状いただいた方、ありがとうございました。喪
に楽しめればと思います。本年も宜しくお願いいたしま
中の為、返事、出しませんでした、申し訳ありません。
す。
1日に長男の嫁と孫が来ました。ＺＯＯＭで北京に
◆大和中ロータリークラブ 幹事 中村友彦様 ／昨年6
いる長男と繋ぎ、小さくおせちで新年を迎えました。画
月をもちまして、ＦＭやまとの代表を退任いたしまし
像もしっかりしていて音声も遅れることなく、まるで隣
た。皆様には大変お世話になりましたことをこの場
の部屋喋っているようでした。50年前にパリに住んで
をお借りし御礼申し上げます。引き続きＦＭ
い た 頃、電話 も 我 が 家は な か っ たの で、連絡
やまとを宜しくお願いいたします。
は、エアーメールだけでした。すごい時代な
◆大和田園ロータリークラブ 会長 古
りました。
谷田紀夫様／幹事 澤﨑秀夫様 ／「明
◆中戸川公明会員／妻の誕生祝いをいた
けましておめでとうございます。新年
だきありがとうございます。
のご挨拶におじゃま致しました。本
◆冨岡弘文会員／日曜に、米山奨学の
年も宜しくお願い致します。
面接試験を行いました。委員は、8時
◆会長 本田誠一会員 ／あけまして
集合で40人を面接し、夜には22名を決
おめでとう御座います。3月には60周
定します。私は下っ端なのですが、す
年を迎えます。皆様のご協力をお願
ごい取り組みだと思いました。
い申し上げます。本年もメンバーの
◆古川毅会員／明けましておめでとう
森川会員のスマイルボックス
御健勝を御祈念申し上げます。
ございます。年末は、感染が収まりつつ
◆幹事 伊藤健司会員／本年もよろしく
あり、収束を期待していましたが、新年
お願いします。中クラブ阿萬会長、田園
を迎えて、新型オミクロンウイルスによる
クラブ古谷田会長、本日は、ご訪問いただき
感染が拡大しつつあります。今年も感染ない
ありがとうございます。
様に注意しましょう。
◆会長エレクト 吉岡善一会員 ／新年おめでとうござ
◆松川健治会員／本年もよろしくお願い致します。大和
います。阿萬様、中村様、古谷田様、澤﨑様ようこそい
中ＲＣ 阿萬様、中村様、大和田園ＲＣ 古谷田様、澤
らっしゃいました。今年もどうぞよろしくお願いいたし
﨑様、ようこそ大和ＲＣへ、おいで下さいました。
ます。
◆石井規子会員／明けましておめでとうございます。
◆道岸唯一会員 ／明けましておめでとうございます。
又、コロナが増えてきましたが、今年は、なるべく例会
本年もよろしくお願いします。お年賀状を頂いた方に返
に出席したいと思います。皆様のご指導の程宜しくお願
信も出来ず失礼いたします。
い致します。（たまに暴走するときには止めて下さい
◆古木通夫会員／あけましておめでとうございます。中
ネ！）

日付

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

【委員会報告】
親睦委員会委員長武田茂会員／
例会終了後委員会を開きます。
社会奉仕委員会委員長山田己智恵会員 ／
市民活動推進助成金の応募が10団体、4個人からありました。
審査について、1月18日の例会終了後、社会奉仕委員会を開催
したいと思います。

RI第2780地区

・和光様

新会員の集いアンケート結果のご報告
U-15監督/広報担当

パル

ロータリークラブカタログ

竹村様

退職のご

本日の主題：会長

挨拶

今年度の活動方針：

「知恩」

「報恩」

「継承と変革」

「年頭にあたり」
本田

誠一

会長

あっという間に半年が過ぎました。こ
れまでコロナ禍の元、各委員会やるべき
ことを実行していただきました。実行力
のある大和クラブと自負しております。
昨年末に伊藤幹事、山田会員と共に台
湾から寄贈されたマスクを市立病院の院
長に届けることができました。寄贈され
たマスクは大和市だけでなく広い範囲に
お届けし台湾の会員の思いを遂げること
ができました。
大和市長から今後五年は人口増加し、
茅ヶ崎市を超えさらに成長することにな
るだろうことをお聞きしました。私は商
工会議所の副会頭として大和の税収を危
惧しておりました。市長は、人口増加で
個人の力で賄う考えを示していただきま
した。平均年齢が高くなり、我々団塊の
世代につづき、団塊ジュニアもあと5年も
すれば還暦を迎え一戦から引いてゆくよ
うになります。高齢化はいよいよし、
人口が増えれば孤独に暮らす方が増えて
いきます。配偶者が亡くなったり、また
現代は家を継ぐことが少なくなり、大き

大和中ＲＣ会長幹事ご訪問

な家に一人で住む人が多くなり、また空
き家も多くなります。街を再構成する必
要もあります。既存の施設を高層化し見
晴らしのよい住まいを造り、業界が活性
化してくるような世の中になると思いま
す。
この度大和市から2人の国会議員が誕生
し ま し た。お 会 い す る 機 会 が あ り ま し
た。一人は勢いよく将来を語り、もう一
人はやりのこしたことを何とかしないと
いけないと静かに語っていました。
そうした中で危惧するのは日本の報道で
す。日本ほど間違った報道はないと思い
ます。バラエテｨーの中で面白おかしく
ニュースを報道することは日本だけで
す。

大和田園ＲＣ会長幹事ご訪問

その中で誤った情報を受け取る若者がい
ることが恐ろしいです。大学生が経済の勉
強でなく、金儲けの投資に励む。正しい生
産は基本的な能力を養い、社会のために力
を発揮することであるのに、お金儲けをす
ることが正当であるような誤った認識をす
るようになって、ストレスを感じているよ
うです。
日本人は自律神経の病にかかっているよう
です。病気になりにくい考え方や体を持つ
必要があります。若い頃に体を動かさない
方は認知症になりやすいというデータがあ
ります。
我クラブの大先輩の道岸さんは決して飽
食の時代に少年時代を過ごしたわけではあ
りません。きっと体をフルに動かし、現代
において我々の見本となるような生き様を
描いてきたのだと思います。いまからでも

道岸会員

新年の乾杯音頭

認知症にならないためには体を動かしま
しょう。
青山学院がまた箱根駅伝の記録を更新し
ました。これはランニングシューズが進化
したわけではなく、メンタルトレーナーが
よいのではないでしょうか。ロータリーク
ラブの活動はよいメンタルトーレーナーの
集まりです。大和クラブは特にメンタルが
強いです。苦境の時に力が結集できます。
指導者はメンタルが強いことが必要です。
ロータリークラブの活動をよくするには一
人ひとりが自立することが必要です。
60周年を迎えるにあたり、ひとりひとり
がよいメンタルトレーナーになりコロナを
乗り越えましょう。台湾や東北から訪問が
できなければオンラインで式典を共有する
こともできます。60周年どのようにしたら
やり遂げられるか皆さんのご協力をお願い
いたします。記録を塗り替える思いでよき
メンタルトンレーナーになり、次代のロー
タリー活動につながる1年を過ごしましょ
う。皆さんのご健康を祈り会長の年頭の挨
拶といたします。

親睦委員会

一言知恵袋

◆吉岡善一会員／せんべいとおかきの違い ・せん
べいは、材料がうるち米を使います。・おかきは、
もち米を使います。もち米なので、ふっくらとふく
らみます。・あられは、おかきの小粒版です。

中村友彦幹事

阿萬正巳会長

澤﨑秀和幹事

古谷田紀夫会長

◆石髙誠一会員／スーパーの惣菜売り場に輪ゴムが
置いて有りますが、赤や青の色が付いたものが置い
て有ります。それは、天ぷらや揚げ物といつもの輪
ゴムの色が似ている為、間違わない様に色付きの物
を置いて有ります。

