
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

3月   1日 35(7) 前回 30 90.91 3  籾山・原田・丸茂 

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

    3月   22日（火） ー ー 振替休会 

    3月   29日（火） 12：30 2769 第6回クラブ協議会「地区大会を終えて」 

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

今 

後 

の 

情 
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ス    スマイルBOX  本日 ￥10,000 累計 ￥312,000     

◆2024-2025年度ガバナー・ノミニー 佐々木辰郎様（大和田園）／久々に

メーキャップに伺いました！私事ではありますが、御協力を宜しくお願い

致します！ 

◆会長 本田誠一会員／2024-2025年度ガバナー・ノミニー 佐々木辰郎

様、ようこそ おいで頂き、大変光栄に存じます。様々な予期せぬことが

起きている現在、ロータリーの仲間がより助けあい、勇気と元気をもって未来に向かって進

んでいきましょう。 

◆幹事 伊藤健司会員／ 佐々木辰郎2024-2025年度ガバナー・ノミニー 本日はお出でいた

だき誠にありがとうございます。長谷川さん、本日の卓話、楽しみにしています。 

◆長谷川衛会員／本日の卓話・・・どうなることか？宜しくお願い致します。 

◆増正之会員／身内全員ウイルス接種完了しました。家内が高熱で寝込んでいます。 

◆冨岡弘文会員／佐々木ガバナー・ノミニーデジクネート、就任おめでとうございます。本

日は、ようこそいらっしゃいませ。皆で協力して参らねばと存じます。次年度の準備であた

ふたしています。ＡＧのユニフォームが出来てきて、今日は、ナイショで着てきてしまいま

した。 

◆細川康治会員／大和田園クラブの佐々木様、ようこそいらっしゃいました。佐々木年度、

今から楽しみにしています。なんでもお手伝いしますので、遠慮なくおっしゃって下さい。

会長エレクト 吉岡善一会員／3月8日例会後、期前理事会を開催します。 

次期、理事役員の方は出席お願いします。 

伊藤彦二さん、相原さん、森川さん、細川さん、花岡さん、伊藤健司さん、本田さん、松川

さん、山田さん、戸張さん、原田さん、三浦さん、出席お願いします。 

  
委員会報告 

吉岡 善一 会長エレクト 

スマイルBOX 委員長 森川 良三 会員 
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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 

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 

 
第 2765 回 2022 年３月１日(火) 
 

 司  会  /    SAA  細川 康治  君  
 斉  唱 /   「R-O-T-A-R-Y」「君が代」 
          「中華民国国家」「四つのテスト」   
 Ｓ.Ｌ.   /    相原 聰 君      
 ビジター  / 2024-2025年度ガバナー・ノミニー            
             佐々木辰郎様（大和田園） 
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皆さんこんにちは。今日から3月に入りました。巷では春爛漫というところですが、世

界情勢に目を向けるとロシアがウクライナへ軍事侵攻を続けるなど目を背けたくなるよ

うな状況となりました。これは世界平和を標榜するロータリーにおいても暗い影を落と

すものであり、今後控える６０周年式典にも影響をするのではないかと感じている次第

です。一刻も早いロシア軍の撤退を強く望みます。 

本日はスペシャルゲストとして、２４－２５年度ガバナーノミニーデグジネートの

佐々木辰郎様（大和田園RC）からご挨拶をいただきました。私たちも来るその日に向け

て、しっかりと応援をしていく所存です。どうぞ宜しくお願いします。 

先週の例会は、勝手ながら私の判断で休会とさせていただきました。これは私の周りを始め、私たちの

身近な所にも新型コロナウィルスが急速に蔓延していると感じたことが理由となります。理事会には、迅

速にその判断をしていただき御礼を申し上げます。 

さて、２月２０日に第６グループのロータリー奉仕デイ「コロナで夢をあきらめるな！ロータリー奨励金

審査会」が開催されました。映像及び通信機器の不備により、ご準備いただいたメンバーの皆さんに全て

をお伝え出来なかった不手際がありましたが、無事に当事業を終えることが出来ました。７名の応募者そ

れぞれの思いを熱く伝えていただき参加した私も深い感動を覚えるものでした。各々育った環境は不遇で

あっても、自身が掲げる夢に向かってプレゼンテーションをしていただきました。メンバー皆さんの代弁

者になることは出来ませんが、大和ＲＣの会長としてその職務を全うさせていただきました。奨励金を受

領した若者たちから「この浄財を無駄にすることなく、世の中のために活かしていきたい。」という思い

をいただきました。簡単ですがご報告させていただきます。今後の日程に関してですが、親睦委員会より

５月４日に「すだて」の企画が提案されています。６０周年式典の直前になりタイトな日程ですが、石高

委員長始めとする委員会メンバーの熱い思いが篭った事業ですので何卒ご理解いただき「すだて」へのご

参加を宜しくお願い申し上げます。本日もどうぞ宜しくお願いします。  

 



伊藤 健司 幹事 

                                           
  本日の主題：会員 卓話  

幹事報告 

今年度の活動方針： 

＜地区より＞ 

・3/21日（月）藤沢市民会館において地区大会を開催いたします。 

・ロータリーの友購読料改定のお知らせ 7月より、200円→250円。 

 

＜クラブ＞ 

・2月20日（日）ロータリー奉仕デーにＺＯＯＭ参加された方も、メイクアップ扱いになります

ので、参加された方、事務局までご連絡ください。 

 

［ポスティング］ 

・次第 

・週報 

・第9回理事会議事録 

・地区大会のご案内 

・中華民国国家・R-O-T-A-R-Y歌詞 

・ロータリーの友 

 

[回覧] 

・大和青年会議所様より、新年式典・理事長初心WEB配信のご案内／新年のお知らせ 

・ホテル 河鹿荘／東京ゆうほうえん／コンピューターエンゼルス様 ご案内  

SAA 

SAA 委員 

細川 康治 会員 

出席報告 

出席委員会 委員長 

宮東 悠 会員 

ソングリーダー 

相原 聰 会員 

ビジター 

2024-2025 ガバナー・ノミニ― 

佐々木 辰郎 様 （大和田園RC） 

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

会員卓話「温故知新」原稿 
長谷川会員 
 
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、長谷川会員にお願いします。クラブの歴史

について様々な話をして下さい。 

 
長谷川会員 1986年に入会したころは約110名の会員数でした。初代会長の

車体工業社長の永野様が在籍されていました。雲の上の方でした。商工会の業務部会

の方が大半を占めていました。お世話になっていました川島様の紹介を断れませんで

した。当時大和クラブは敷居が高く、私は大和クラブに認められた思いもあり入会し

ました。バブル景気、プラザ合意があったことです。土地などの価格が3倍に高騰して

取引していたような時代です。融資も盛んで、円安ドル高な状況が入会当初から5年間

くらい続きました。当時は大矢会長と山本幹事の年度で、私は例会前に早く会場に行

き、たすきをかけて来場する大勢の会員に挨拶を毎回行って、顔と名前を覚えても

らったのです。 

      例会出席100％が基本でとても厳しかったことを覚えています。大和の3クラブの事

務局を受け持つ高橋さんがクラブの仕事に多大な協力をしていただきました。彼女は

会員や家族の名前や誕生日までよく覚えていました。親睦委員会の家族会の下見など

にもマイカーを運転して同行していただき、とてもパワフルな方でした。 

     （写真を写しながら）野郎会は箱根に1泊で行いました。古木さんはだんだん服を脱

ぐくせがあり、最後は裸踊りをしていました。堀ピンさんはボクシング、石田会員は

合気道が得意で、よく技をかけられました。けがをしないように上手く遊んでくれま

した。2008年の台湾のクラブへの表敬訪問には息子と行き、お酒は半分くらい断るよ

うに伝えましたが、よく飲んでいました。強面のマネージャーがいるピアノバーに行

き、長い時間歌を歌ったことを覚えています。とにかく今と違って景気がよく、会員

が元気でよい時代でした。 
 
     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。 

プログラム委員長 

冨岡 弘文 会員 

 

思い出を語る 

長谷川 衛 会員 


