
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

1月 25日 34(7) 前々回 30 100 0  

2月  1日 34(7) 前回 29 93.55 2 籾山・丸茂  

2月 15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  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   8日（火） 12：30 2767 卓話 

    3月  15日（火） 12：30 2768 卓話  

    3月   1日（火） 12：30 2766 卓話 

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 

 社会奉仕委員会 委員長 山田己智恵会員／ 市民活動助成金の審査を

社会奉仕委員会で先々週行い、先週、理事会で決定され、選定された皆

様には、郵送で通知しました。本日、決定した団体・個人の結果につい

て回覧させていただいています。皆様、ご協力ありがとうございまし

た。尚、授与は60周年記念式典で行う予定です。 

                           

◆幹事 伊藤健司会員／ 今日から2月。寒い日が

続きますが春ももうそこまで来ています。コロナ

に負けずに頑張りましょう。 

◆眞鍋藤正会員／ 半世紀前の記憶の糸を上手にた

ぐってくれた冨岡さん、とぎれとぎれの話しを見

事にまとめた細川さん。本人が恥ずかしくなるほ

ど「ベタほめ」の言葉で、卓話をシメて下さった

本田会長。30分間、我慢して話を聞いてくれた会

員の皆様、多謝！多謝！ 

◆宮東悠会員／誕生祝いを頂き「アリガトウ」ご

ざいました。 

◆増正之会員／1月1日現在の大和市の人口が発表

されました。241,583人。増加人口183人。他府県

より移動した方216人です。県内の人口923万1,177

人。県内で人口の減った町は横須賀です。442人で

す。皆出席のお祝いありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆冨岡弘文会員／ コロナが拡がって例会場が少し

さみしいけど、元気に盛り上がりたいとスマイル

です。伊藤彦二さんの卓話が楽しみです。 

◆細川康治会員／本日、スマイルボックスを担当

する事になりました。森川さん、山田さんの様に

気の利いたコメントできず、すみません。 

山田委員長 

細川会員によるスマイル報告 

花岡会員の一言知恵袋 

ス    スマイルBOX  本日  ￥8,000 累計 ￥293,000     

◆吉岡年度も着々と次年度へ向けた準備を開始！ 

 

去る1月29日、次年度対象の地区補助金セミナーが開催されました。 

クラブからは、吉岡エレクトが参加されました。 

(リモート参加＝松川会員 

このセミナーを受講することにより、地区補助金事業の申請が可能と 

なります。（参加しないと申請すら出来ません。） 
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皆さんこんにちは。

1月28日にRI3522地

区（台北市）様より

お預かりした医療用

マスクについて、大

和市医師会様との贈

呈式が無事に終了し

感謝状をいただきま

したことをご報告申し上げます。昨年来より実施

してきた事業も、台湾の皆さんの思いを形にして

無事に結果を残すことが出来ました。オミクロン

株の影響で医療現場も逼迫していて医師会の皆さ

んも非常に助かると申しておりました。皆さんに

おいても、コロナを身近に感じていられる方々も

多いのではと思います。 

 昨晩、武田委員長の音頭で60周年実行委員会が

ZOOMで開催されました。様々な意見が出てまいり

ました。非常に白熱した時間になりましたが、一

つひとつを形にしていければと感じています。さ

て、今年度は例年のＩＭに代り、2月20日にロータ

リーデーが開催されます。事業内容は、神奈川県

内の児童養護施設に通う子どもたちに“コロナで

夢をあきらめるな！”と題して奨励金を交付しま

す。現在、各応募者よりいただいた申請書類を精

査していますが、その人となりを書面だけで判断

することに苦慮しています。20日の模様はグルー

プ内全会員に向けてＹＯＵＴＵＢＥ配信されます 

 

ので是非ご覧ください。本日は、伊藤彦二会員に

よる卓話です。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】 
＜クラブ＞ 

・2月8日の例会は、 

祝日週の為休会です。 

・厚木県央RC会員 

つづらぬき きょうこ様  

（2017-18会長） 

1/30にご逝去されました。 

 

［ポスティング］ 
・次第・週報・ロータリーの友 

・クラブ研修委員会 卓話資料 

・1/18 歓迎会 会計報告 

・ロータリー奉仕デー YouTube配信のご案内/

リーフレット 

[回覧] 
・市民活動推進助成金について 

・台北七星ロ-ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 
 

伊藤 健司 幹事 

2022年2月15日発行・編集：伊藤 

  
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 2763 回 2022 年 2 月１日(火) 

 司  会  /    SAA  松川 健治  君  
 斉  唱 /「君が代」「それでこそロータリー」   
 Ｓ.Ｌ.   /    原田 賢    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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本来であれば、研修委員会を開催し、 

入会年度の浅い方を対象に勉強会を行い

たいと思いますが、コロナ禍の状況もあ

りますので例会の時間を有意義に活用し

たいと思います。 

 

家庭集会（炉辺会合） 

外国の建物には、マントルピース(暖炉）

というものがあります。冬薪を赤々と燃

し、そのそばでパチパチと音をたて、燃

えるのを聞きながら語り合うと頬も赤く

なり、心も体も温まり話がはずむし、な

ごやかな気持ちになるもの。そのあたり

から炉辺会合が始まりました。ネクタイ

をはずし、親睦を深め、ロータリーへの

理解を深めようとするのが目的です。年

に数回は実施したいと思います。 

 

温故知新 

道岸唯一会員が好きな論語です。 

「故きを温めて新しきを知る」昔の事を 

調査研究或いは既に学んだことを復習し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来に向かって、更に新しい知識や 

道理を発見し今後に活かしましょう。 

 

60年前、大和ＲＣ誕生の頃…  

 

1962年(昭和37年)この年、日本における 

クラブ数、ロータリー数共に米英に次 

いで世界3位に躍進、この年、61クラブ 

誕生。大和ＲＣ16番目。大和ＲＣの近く 

で60周年を迎えるクラブは横浜港北・ 

逗子・横須賀北・三浦・町田・横浜南 

・湯河原・箱根・横浜戸塚・相模原。 

 

バナー紹介（創立～29年、30年～現在）  

新しいバナーは、大和市はこれといっ 

た特色はなく、バナーに活かせないと 

思っていましたが、地理的表示を上手 

に重ね合わせて武田画伯に現在のバナ 

ーを作成していただきました。 

他のクラブでは見ることのない 

「八角形」のバナーが特徴的です。 

                                           
  本日の主題：会員 卓話  

「ロータリーを楽しむための 

          そもそもの話」  

今年度の活動方針： 

  伊藤 彦二 会員   

  ソングリーダー 原田会員    在籍23年皆出席17年祝 増会員 

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

 

  

 

大和市40周年に「時計塔」贈呈 

 

1999年野口パスト会長・古木パスト幹事 

大和市40周年1999年2月1日に合わせプロ 

ムナードに「時計塔」を贈呈。特別事業 

委員会を発足しプロジェクト開始。デザ 

イン（武田茂会員）は、市民に親しまれ 

る物を考え、この年の活動方針をモチー 

フにしてみました。大和「和」平和 

の「和」の意味を十分に考慮、吟味し 

”和の樹”は制作されました。企画から 

設計完成まで二年を要しました。現在は、 

時計塔のみ運用されています。 

 

大和ローターアクトクラブ 

昭和48年10月に結成されて以来、31年で 

終結。昨年のガバナー補佐 大和中ＲＣ 

辻彰彦さんも大和ローターアクト会長を 

2期務めた経験者。又、現在でも歴代 

のローターアクト委員長、経験者は宮東 

会員、長谷川会員、武田会員、中戸川会員 

など4名の経験者が在籍しています。 

長谷川会員、古川会員などの息子さんも 

在籍してたこともあります。又、ロータ 

ーアクト同士で結婚された方もいます 

昔は楽しいローターアクトでした。 

 

 

 

ＩＭ（Intercity meeting) 

 

複数あるクラブで実施する都市連合会 

です。主催者は地区グループのガバナー 

補佐。目的は、第一は、地域間の会員相 

互の親睦と面識を広めること。会員に 

ロータリー情報を伝え、経験豊かな 

リーダーのもとにロータリーの奉仕の 

理想を勉強する会合で決議や決定はない。 

地域の共通課題を探求することもある。 

次年度は、大和ＲＣの冨岡会員が第6Ｇ 

のガバナー補佐となります。 

   お誕生祝い 宮東会員      釣り同好会からもプレゼント 


