
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月  18日 34(7) 前々回 29 90.63 3 籾山、川本・引田 

1月  25日 34(7) 前回 28 90.33 2 川本・引田  

2月  １日 34(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    2月  8日 (火） 12：30   取り止め例会（祝日週） 

    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 2765 卓話 大和ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ（株）代表取締役 大多和亮介様  

    3月  １日（火） 12：30 2766 卓話  

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 

期前理事会 会長エレクト 吉岡善一会員／ 2022～2023年度の会場監督

（SAA）として、伊藤健司会員が選出されましたので、報告いたします。 

 

親睦委員会 副委員長 伊藤彦二会員／ 1月18日歓迎会・新年会 コロナも蔓

延の中、参加された会員の皆様、ご苦労様でした。又、武田会員には毎回楽し

いゲームありがとうございます。早くコロナが収まり、又、このような会が開

催されることを願っています。                                                          

◆会長 本田誠一会員／強く逞しい 大和ロー

タリークラブメンバーの 心意気に心よ

り感謝致します。本日は眞鍋先輩の

卓話大変楽しみです。 

◆幹事 伊藤健司会員／ 谷田

さんようこそ例会にいらっ

しゃいました。心ゆくまでお

楽しみ下さい。 

◆会長エレクト 吉岡善一会

員／ 早くコロナが終結し、リ

ア ル 会 合 が で き ま す よ う

に、、、。 

◆眞鍋藤正会員／ 在籍45年のウ

ラミ節にならないような卓話が出

来れば・・・。 

◆籾山豊会員／ 私と妻の誕生日祝い、

ありがとうございました。 

◆冨岡弘文会員／ 皆出席と在籍年数

のお祝いをありがとうございま

す。ロータリー歴も成人の仲間

入りですかね？ 

◆山田己智恵会員／ 情報提

供で 事業復活支援金の資料

を入れさせて頂きました。

昨年11月～今年3月までの

3ヶ月のうち1ヶ月間の売上

高が、2018年～2021年の間の

月の売上高より30%以上減少

した事業者に対し 規模によ

り、最大250万円の給付がありま

す。 

 

伊藤副委員長 

 親睦委員会 一言知恵袋 
◆石髙誠一会員／ マンホールのフタの形は

丸いですが、これには訳があります。 一つ

は、丸いと平均的に力が分散して割れにくい

です。 もう一つは、重要な事ですが、蓋を

外したり閉めたりする時に、どの角度でも中

に蓋が落ちることは有りません。四角だと対

角線の長さが違うので、蓋が落ちてしまいま

す。 

山田会員のスマイルボックス 

花岡会員の一言知恵袋 

ス    スマイルBOX  本日  ￥9,000 累計 ￥285,000     
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 皆さんこんにちは。コロナ

禍の状況にも関わらず、多く

の皆様にご出席を賜り厚く御

礼申し上げます。そのオミク

ロン株の影響で、神奈川県内

も感染者が５０００人を超え

る状況になりました。感染が

拡大している欧州においての

対応は、ノーマスク＆行動制

限なしという舵取りをしています。本日の理事会でオ

ミクロン株の影響を考慮し、今後の例会開催の可否が

審議されますが、私個人としては、感染対策を万全に

して通常（ハイブリット例会）開催する可能性を探り

たいところです。ただコロナ禍が欠席の理由であれば

『出席』扱いという特例は今も有効ですので、健康に

不安のある皆さんはご無理をなさらないようにお願い

します。オミクロン株を軽視してはいけませんが、２

０１６年の1週間で２００万人の感染者を数えたインフ

ルエンザの大流行を考えても“正しく怖がり対策をす

る”といった意識が重要なのだと思います。またＰＣ

Ｒ検査試薬は、その検査の信憑性、判断基準が統一さ

れていないので扱う場合には注意が必要です。  

 さて、先程開催された６０周年実行委員会で、定期

的にＺＯＯＭ会議を開催し、皆さんと情報を還流して

いくシステムが構築されました。大いに活用していき

ましょう。 

また山田委員長を中心にご努力いただいた『市民活動

推進助成金』も最終段階を迎え、理事会に資料上程さ

れています。本日の例会は、私たちの大先輩である眞

鍋会員からお話をいただきます。今から大変楽しみで

あります。本日もどうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 

【報告】 

 

＜地区より＞ 

・2/28開催予定の地区大会

親睦ゴルフコンペは、コロ

ナの感染拡大により中止と

なりました。 

＜クラブ＞ 

［ポスティング］ 

・次第 

・週報 

・第7回 理事会議事録 

[回覧] 

・ロータリー 

 

伊藤 健司 幹事 
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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 
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   【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 2762 回 2022 年 1 月 25 日(火) 

 司  会  /    SAA  松川 健治  君  
 斉  唱 /   「我等の生業」   
 Ｓ.Ｌ.   /    籾山 豊    君      
 ゲスト   / （株）ユニヴァ―サル  
          専務取締役 谷田健雄様  
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 冨岡会員：皆様こんにちは。前回に引

き続き「温故知新」をテーマに卓話をお

願いします。本日は、眞鍋会員にお願い

します。眞鍋会員ははっきりものを言っ

て下さる方なので期待しています。大和

住まいも長いので様々な話をして下さ

い。 

 

 眞鍋会員：本当は、宮東会員が道岸会

員の次に古いのですが、本日は私が卓話

をやらせて頂きます。杉並区出身で、そ

の後満州にわたり、大和に越してきまし

た。全部父（外務省勤務）の仕事の関係

です。高校時代までは真面目に過ごして

いました。まだ、大和銀座が出来る前の

話です。 

 私がロータリーに入会したのは1976年

12月。小澤会長、入内島幹事の時で、翌

春には、創立15周年記念行事に参加しま

した。1947年から大和に住んでいるの

で、市 内 各 所 に 知 人 が い た 関 係   

で、入会以前の会長幹事の皆様も若干触 

 

 

 

 

 

 

 

れさせて頂きます。永野初代会長、車体

工業の社長で、前回話に出てきた事務局

の高橋さんは永野社長の秘書を務めてい

た方でした。その方と親しく話をしたの

は、81年幹事を仰せつかり挨拶に伺った

時だけです。後年、様々なクラブにお伺

いして、クラブの性格は設立時の特別代

表と設立委員の指導で決まると実感しま

したが、大和RCの設立時特別代表は、藤

沢RCの河合さんで「例会には一番いい

スーツを着なさい」と指導されたそうで

すが、色々と指導していただいたとおり

に大和RCは育ちました。永野会長にはい

ろいろとご指導を賜りました。2代目幹事 

                                           
  本日の主題：会員 卓話  

「温故知新」  

今年度の活動方針： 

   眞鍋 藤正 会員   
 

  ソングリーダー 籾山豊会員     在籍28年祝 籾山豊会員 

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

 

の佐々木幸男さんは、佐々木和夫さんの父

君です。3代目高橋会長とは親しく話はし

なかったが、幹事の曽我さんは、湘南高校

の先輩で、後に、大和に湘南高校校友会を

設立する際には、こき使われました。5代

目白石会長は、岐阜県でRC会長を務めた方

で、5代蒲生幹事、6代目鈴木幹事のお二人

は、大和銀座通りの開拓者。9代目芦田会

長は銀座通りの電気屋で、高校時代に、鉱

石ラジオ作成の指導をして頂いた方。12代

星会長は外科医で、大和中RC設立時の特別

代表で、チャーターメンバーに膨大なロー

タリーに関する資料を読破させ、クラブの

礎を築いた方です。13代土屋幹事は、自分

の中学時代の英語の恩師で、私の同級生の

ノーベル賞受賞者、根岸英一さんも教え子

の一人です。 

 15代小澤会長の幹事を務めた入内島さん

は、厚木高校時代、弁論大会で県下に勇名

を馳せた方。16代小武会長は、現ソウル大

学薬学部卒。仁川からの引揚者で、現地に

知己が多いこともあり、東仁川RCとの姉妹

クラブ締結がされました。17代河嶋会長の

幹事が、最長老の道岸さんです。18代町田

会長は、南林間で五丸屋というスポーツ用

品店を営んでいた立教ボーイ。19代齋藤会

長は、当時大和最大の産婦人科医院の院

長。20代中里会長は当時大和唯一の上場企 

 

 

業の社長で、私が幹事でした。会長就任当

時、ロックウエル社よりM＆Aを仕掛けら

れ、その防戦に日夜大奮闘で、例会出席も

その日にならないとわからない状態で、21

代河嶋会長が大変苦労されていました。 

、22代小澤会長は岡田幹事に助けられ、大

和市議との二足の草鞋をなんとか履きとお

した。23代薩田会長、宮東幹事の時に台北

七星RCとの姉妹クラブ締結の話が持ち上が

り、25代横澤会長の時に締結に至った。こ

の時の幹事が任期中途で急逝され、道岸さ

んが急遽再登場となった。台北七星RCとの

熱き友情の礎が、この時に築かれた。 

 時間となりましたので、以上とします。

皆様ご清聴ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   在籍18年祝 冨岡弘文会員      在籍3年祝 原田賢会員 


