
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月  11日 34(7) 前々回 28 87.5 4 籾山・川本・引田・塚田 

1月  18日 34(7) 前回 29 90.63 4 川本・引田・塚田  

1月  25日 34(7) 本日     

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

   本日  ￥4,000 累計 ￥276,000  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    2月  1日（火） 12：30 2763 卓話 米山奨学生 ジャリーバーバラ アナスタシアさん  

    2月  15日（火） 12：30 2764  イニシエーションスピーチ 桑原治夫会員  

    2月  22日（火） 12：30 2764 卓話 大和ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ（株）代表取締役 大多和亮介様  

    2月  8日 (火） 12：30   取り止め例会（祝日週） 

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 

親睦委員会委員長武田茂会員／ 

60周年記念式典は、5月15日（日）に変更となりました。  

社会奉仕委員会委員長山田己智恵会員 ／ 

本日、例会終了後、市民活動推進助成金の審査のため、社会奉

仕委員会を開催します。社会奉仕委員の皆さまには、本日資料

をお配りしてありますのでよろしくお願いします。                                

 

◆幹事 伊藤健司会員／オミクロン株に負け

ることなく、皆さんの力を結集して、60周年

を成功させましょう。道岸さん、本日の卓話

を楽しみにしています。 

◆古木通夫会員／又、コロナ！糖尿病患者

は、しばらく出席できません。 

◆増正之会員／新年の初回、欠席して申し訳

ございません。スマイルします。 

山田委員長 武田委員長 

 親睦委員会 一言知恵袋 
 
◆吉岡善一会員／七福神は、恵比寿、大

黒…と全部言えますか。その内、恵比寿

と大黒と福禄寿の違いは何でしょうか？ 

 答えは、国籍が違います。恵比寿さん

は日本、大黒さんはインド、福禄寿は中

国です。ちなみに、日本の神様は恵比寿

さんだけで、あとは、中国とインドで

す。（七福神は、他に毘沙門天、寿老

人、布袋、弁財天。弁財天のみ女性で

す。） 

◆三浦高義会員／健康に良い油として、

「オメガ3」という分類の油が注目される

ようになりました。「えごま油」や「亜

麻仁油（あまにゆ）」がそれにあたりま

すが、これらはとてもデリケートで、熱

や酸素や光の影響ですぐに酸化してしま

います。たまにスーパーで透明なビンに

入った「オメガ3」の油を見かけますが、

要注意です。光を通さない容器に入った

ものを選ぶようにしましょう。 

森川会員のスマイルボックス 

山田会員の一言知恵袋 
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 皆さんこんにちは。昨日

で１９９５年に発災した阪

神淡路大震災から２７年と

なりました。発災当時、私

はヘアーの世界的なイベン

トでグアムにいました。大

阪、兵庫を始めとする近畿

圏が大打撃を受け、交通機

関も当然のことながらス

トップしました。グアムでもそのことは大きく取り

上げられ、私も異国の地からでしたが、テレビのブ

ラウン管を通してその異様な有様を見守っていたの

を昨日のことのように思い出します。 

その後も日本は、災害列島さながら地震、津波、台

風など多くの災害が発生し、国民が被災しその労苦

を味わっています。自然災害は防ぎようもありませ

んが、今回のコロナ災害は、私たち人類の英知を結

集すれば乗り越えられることと思います。神奈川県

も２１日から蔓延防止重点措置に指定される模様で

す。今後の例会も感染対策を万全にして実施してい

きますので会員皆様のご協力を切にお願い申し上げ

会長の時間とさせていただきます。本日もどうぞ宜

しくお願いします。 

 

 

・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（座

間クラブより） 

・歓迎会 1/18（火）北京

飯店 ※入会候補者 ゲス

ト 1名（紹介者：桑原さ

ん）※塚田さん欠席となり

ました。 

・米山奨学生 ジャリー バーバラ アナスタシアさ

ん 1月分奨学金振り込みました（1/11） 

・地区大会親睦ゴルフコンペのお申込みは終了いたし

ました。 

【報告】 

＜地区より＞ 

・米山記念奨学会様より第41回米山功労クラブの感謝

状が届きました。 

＜クラブ＞ 

［ポスティング］ 

・次第 

・週報 

・ガバナー月信 

[回覧] 

・ハイライトよねやま 

伊藤 健司 幹事 

2022年1月18日発行・編集：相原 

  
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 本田誠一 会長 幹事報告 

 
第 2761 回 2022 年 1 月 18 日(火) 

  司  会  /    SAA  松川 健治  君  
  斉  唱 /   「我等の生業」   
  Ｓ.Ｌ.   /    冨岡 弘文   君      
  ゲスト   /     なし 
  ビジター  /     なし  
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私は1973年に入会しました。

入会当時の会員数は60名くら

いでした。蒲生さんの紹介

で、当時の会員増強に巻き込

まれ入会しました。同期は川

島さん。横浜銀行の２階で例

会を行っていました。まだ、

チャーターメンバーが沢山い

て、10代会長が蒲生さん、11

代が鈴木さん、12代が星さん

で、星さんが初めてチャー

ターメンバーではない方の会 

 

 

 

 

 

 

長となりました。例会場が横

浜銀行だったのは，他に場所

がなかったからで、その後人

数が増え、商工会議所の2階を

借りることとなりました。た

だ会場は殺風景だったので、

結婚式場が近くに出来ること

になり、趣のある雅翔（結婚

式場）に変更しました。 
 

                                           
  本日の主題：会員 卓話  

「温故知新」  

今年度の活動方針：

   道岸唯一 会員    

  桑原治夫新会員 歓迎会      吉岡会長エレクトによる乾杯 

  桑原治夫新会員  本田会長 

「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

 

 横浜銀行当時、お昼はお弁当

で、雅翔に移ってからその場

での調理の食事になりまし

た。 

 その後10数年たち大和グラ

ンドホテルに例会場を移し、

商工会議所を挟んで今の北京

飯店になりました。 

会員数は、多いときは100名を

超えていましたが、これは無

理に押し上げて増やしたの

で、結果、あまりよくなかっ

たなと感じています。今は34

名で少ないと感じるが、60名

が適正人数かなと思っていま

す。 

 事務局の方も、当時は、何

かあると会長にもしっかり意

見するような人で、例会運営

も、とてもしっかりやってい 

 

たように記憶しています。 

 昔は会員増強してもすぐに

人数が集まったが、時代が変

わったので今は簡単にはいか

ないかもしれないが、音頭を

取る方が必要だと思う。在籍

中に60周年を迎え大変光栄だ

が、皆様一人一人知恵を出し

て、会員増強頑張ってくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

余興（紐を使って多くの瓶を立てた方の勝利）   新会員候補 谷田健雄様 


