
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

2月  1日 34(7) 前々回 29 93.55 0  

2月 15日 35(7) 前回 29 87.88 4 籾山・森川・原田・丸茂  

3月  1日 35(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    3月   1日 (火） 12：30 2765 卓話 会員卓話「温故知新」長谷川衛 君  

    3月  15日（火） 12：30 2767 卓話 会員卓話「温故知新」小金澤和夫 君 

    3月  21日（祝） 12：30 2768 地区大会「全体会議」  

    3月   8日（火） 12：30 2766 卓話 大和ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ（株）代表取締役 大多和亮介様 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 本田誠一会員／谷田さん、入会おめでと

うございます。共に活動できますことを楽しみに

しております。桑原さん、イニシエーションス

ピーチ期待しています。 

◆幹事 伊藤健司会員／ 谷田さん、ご入会おめで

とうございます。共にロータリークラブライフを

楽しんでいきましょう。桑原さん、本日のイニシ

エーションスピーチを楽しみにしています。 

◆吉岡会長エレクト／谷田さん、ご入会おめでと

うございます。桑原さん、ご紹介いただきありが

とうございます。 

 

◆増正之会員／谷田健雄様、これからよろしく。

家族全員ウイルス3回目完了。 

◆冨岡弘文会員／ロータリアンの皆様、所得税の

確定申告はお早めに！ 

◆花岡淳子会員／お誕生日祝い有難うございまし

た。節目の年を迎えたら健康保険証が追加で届き

ました。新発見です。 

◆桑原治夫会員／スピーチの時間を頂き有難うご

ざいます。又、谷田さんをスムーズに受け入れて

頂き感謝申し上げます。今後共、仲間としてよろ

しくお願い致します。 

ス    スマイルBOX  本日  ￥9,000 累計 ￥302,000     

◆祝 「入 会 式」 

入会者： 谷田 健雄（たにだ たけお）様 

勤務先： 株式会社ユニヴァーサル 専務取締役  

住 所： 綾瀬市寺尾西３－９－１４ 

職業分類： 『不動産販売』 

推薦者： 桑原 治夫 会員 

 

見た目通りの好青年です！歌って踊れて酒もお強い！コロナが収束したら 

谷田さんを連れて、どんどん街に繰り出しましょう❕ 

◆委員会報告 

60周年記念委員会 委員長 武田茂会員／60周年記念誌に掲載する原稿について 

地区職業奉仕委員会 相原聰会員／地区職業奉仕委員会 卓話の報告 

 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 

大和ロータリークラブ 週報 
Yamato  Rotary Club Weekly 

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

 

 

 

 

 

皆 さ ん こ ん に ち

は。ご存知の通り、北

京オリンピックが開催

され日本人を始めとす

るアスリートの活躍が

連日のように報道され

ています。自らの限界

に挑むこの姿は、将来を担う多くの子どもたちに夢と

希望を与えるものと確信しています。 

 

本日冒頭の斉唱にもありましたように、中華民国国歌

を全員で歌いました。国際感覚溢れるロータリーなら

ではですが、姉妹クラブへの礼を尽くすといった点か

らも60周年式典までに全員で堂々と歌えるまで毎回の

例会で練習をしたいと思います。昨日はバレンタイン

でした。ニキビが目立つ人はいないところをみるとそ

うは貰っていないのかと推察いたします。 

さて、大和ロータリーに相応しい好青年である（一人

だけ新しいニキビがありそうな）谷田健雄さんの入会

式が執り行われました。桑原会員の時には余り変わら

なかった平均年齢を谷田さんはグッと引き下げていた

だきました。先ほどのスピーチも堂々として落ち着き

があり、これからのクラブを共に担う同志が増えたと

嬉しく感じています。これからのご活躍を願っていま

す。 

本日は、桑原さんのイニシエーションスピーチで

す。今から非常に楽しみにしています。本日もどうぞ

宜しくお願いします。 

 

 

 

 

＜地区より＞ 

・3/20（日）、鎌 倉 パ ー ク ホ テ ル 21 日

（月）藤沢市民会館において地区大会を 

開催いたします。21日（月）は全員登録と 

なります。 

 ※コロナ対応により、1日開催、オンライ  

 ン開催となる場合もあります。 

 

＜クラブ＞ 

・東日本大震災の支援に伴う感謝状が届きました。 

・2月20日（日）13：00～15：30、ロータリー奉仕デー   

  YouTube配信があります。 

・2月ロータリーレートは、1㌦115円です。 

［ポスティング］ 

・次第・週報・第9回理事会議事録 

・米山・財団寄付の申告用領収書 

・中華民国国家・R-O-T-A-R-Y歌詞・ガバナー月信 

 

[回覧] 

・地区大会出欠表 

・ロータリー奉仕デー YouTube配信のご案内 

・東日本大震災復興支援感謝のつどい YouTube配信の  

  ご案内 

・ポール・ハリス・ソサエティ 認証式のご案内 

・ロータリー 

・2022年国際ロータリー年次大会のご案内 

・社協だより 

・日本ガーディアン・エンジェルス様よりご案内 

 

伊藤 健司 幹事 

2022年3月1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 2764 回 2022 年 2 月 15 日(火) 

 司  会  /    SAA  花岡 淳子  君  
 斉  唱 /   「R-O-T-A-R-Y」 
         「中華民国国家」   
 Ｓ.Ｌ.   /    相原 聰    君      
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昭和46年に「日産サニー湘南」に就職いたしました。 

学生時代、トヨタの営業マンが毎日のように車を売 

り込みに来ました。免許がない私に対し、「将来 

必要になるから、免許がなくても買った方がいい」 

と毎日営業に来ていました。笑このような体験も 

あり、実は営業が大嫌いでしたが、「モノが売れる 

ということはすごいことだな」と感じ、「日産サニ 

ー湘南」に面接に行きました。そこで「2年後に 

やりたいことがあるので、それまで車の営業の勉強 

をさせてください」とお願いし、就職しました。 

 

 同期が50人の内、1年後に残ったのは5人、2年後 

に残ったのは3人という、厳しい時代でした。初任 

給は大卒で5万～7万、私は営業でしたので、初任給 

は3万でした。車が売れないとメシが食えないの 

です。10台売って手取りが10万円です。だから必死 

になって売りました。おかげさまで、営業をベース 

に今日までやってきました。就職して2年後にやり 

たかったことですが、小学校の頃から私は体操を 

やっていました。競技スポーツより、健康のための 

スポーツ教室をやりたいと考え、そのような会社を 

昭和51年、27歳の時に飯田橋で立ち上げました。 

伊勢原に25mの温水プールを作ったりもしましたが、 

仲間との共同事業というのはなかなかうまくいかな 

いものです。 

 

 38歳の時に父の会社に入りました。父は貿易をずっ 

とやっていまして、パソコンを輸入していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記憶媒体がまだカセットテープという時代です。 

貿易にかわる事業を模索しながら、コンピュータの 

ソフトウェアの事業を始め、海外輸出向けの仕事ば 

かりやっていました。ところが円高不況になり、 

当時60名の従業員がいましたが、不況で残ったのは 

5～6名でした。次に派遣型に切り替えようとなり、 

大型の汎用機を扱い、国税庁の源泉徴収システムや 

生命保険や損害保険の大きなシステムに携わりま 

した。従業員が40名程まで復活した頃、バブルが 

はじけ、3人の社員が残りました。 

 

 この頃までに父は2回程脳梗塞で倒れていたこと 

もあり、このタイミングで残っていた3人の社員を 

引き取り、平成4年に現在の「日本エートス株式 

会社」を設立いたしました。今年の11月12日で創立 

30年になります。現在はシステムの運用管理とシス 

テム構築を同時に行っております。 

 私自身はコンピュータの世界で生きてきたという 

よりは営業で食べてきた人間ですので、ひたすら人脈 

を広げてネットワークを作り、仕事を取ってきまし 

た。不況になると大手の仕事は切られてしまいます。 

それで我々のような中小の業者を横に仕事を回しあえ 

るネットワークを作ろうと、平成13年に「かながわ 

ＩＴ推進会」を作りました。ITの世界に少しは恩返し 

ができたかなと思っています。そうはいっても私は技 

術者ではないので、IT事業だけでは不安です。 

それで3年前より建設をやっております。 

できれば3～4種の多角化をしたいと考えています。 

                                           
  本日の主題：会員 卓話  

「イニシエーションスピーチ」  

今年度の活動方針： 

  桑原 治夫 会員   

  ソングリーダー 原田会員     お誕生日祝い 花岡会員    

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

                帯谷宗栄様の作品 

 

 実は私には親父が2人おります。今までお話した 

父は、育ての親父です。生みの親である親父の方 

は、私が5歳の時に離婚をし、最後に会ったのは7 

歳の時です。私は9歳で養子に出て、桑原姓になり 

ました。その後42年ぶりに実の親に会ったのです 

が、帯谷宗英（おびやそうえい）という立派な 

陶芸家になっていました。 

 

曾祖父は帯屋治平（おびやじへい）という、博多 

の織物商人で、屋号が「帯屋」でした。元々の本 

名は川上という名前でしたが、祖父が川上姓 

から、屋号の「帯屋」の「屋」を「谷」に変え、 

「帯谷」という名前に変えたと聞いています。 

 

このような血を引いているせいか、日本文化がす 

ごく好きです。陶芸の他、タバコはキセルに凝っ 

てみたり、お茶もたしなんでいます。 

 

ちなみに本田会長は初めてお会いした当時タバコ 

をやめていらっしゃいましたが、このキセルを 

きっかけとしてタバコをまた吸われるようになり 

ました。笑 

 

 

 

 

 

 （この後、お茶に関する様々な作法と意味合いを 

  実演を交えてご教示いただきました） 

 

 

 

 

 

 

以上、とりとめのない話になりましたが、 

イニシエーションスピーチとさせていただきま 

す。ご清聴いただき、ありがとうございました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 御夫人誕生日 『三浦樹里』様  日頃の感謝を込めて 東間さん誕生日 


