
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

3月  8日 35(7) 前回 32 94.12 2 籾山・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  21日 (祝） 12：30 2768  地区大会「全体会議」 

    3月  22日（火） ー ー  振替休会 

    3月  29日（火） 12：30 2769  「地区大会を終えて」 

    4月   5日（祝） 12：30 2770   

今 

後 

の 

情 

報 

  親睦委員会 一言知恵袋  

ス    スマイルBOX  本日  ￥8,000 累計 ￥320,000     

◆会長 本田誠一会員／シルフィード 代表取締役 大多和亮介様 濱本まりん様、ようこそおいでいた

だきました。今年も応援致します。冨岡さん、東京マラソン完走おめでとうございます。 

◆幹事 伊藤健司会員／大多和様、本日の卓話をどうぞよろしくお願いします。 

◆増正之会員／引地川沿いの桜情報。毎年1本だけ早く咲く桜が三分咲きになりました。他の桜はつぼみも

ふくらんできません。 

◆冨岡弘文会員／東京マラソン4回目の完走です。タイムは5時間を超えましたが、ほとんど歩かなかった

のでエラかったです。コースにゴミがなくなって、選手、運営、そしてボランティアも世界一の大会だと

思います。皆さんも、ぜひ！ 

◆松川健治会員／大多和様、濱本様、ようこそおいで下さいました。新シーズン開幕楽しみにしていま

す。 

◆三浦高義会員／本日は、誕生日をお祝いいただき、ありがとうございます。冨岡さん、東京マラソン完

走おめでとうございます。 

◆山田己智恵会員／12月議会の活動報告をポストに入れさせていただきましたので宜しくお願いします。

ちなみに、この時提案した大和市で「身近な場所でスマホ教室の開催」が実現することになりました(^^)/ 

◆眞鍋藤正会員／台湾国歌について 歌詞の冒頭の言葉 三民主義とは、明治時代に、日本に留学してい

た、孫文が打倒清朝を目指して、他の在日留学生と共に帰国して、中国同盟会を1905年に結成した。その

時の綱領として、国内諸民族の平等と帝国主義列強の圧迫からの独立（民族主義）。民主制の実現（民権

主義）。平均地権・資本節制（民生主義）を提唱した。尚、孫文の夫人は、浙江省の大財閥、宋さんの美

人三姉妹の長女で、二女の宋美齢さんは、蒋介石台湾総統の夫人。彼女は、日中戦争時代に、米国議会で

反日演説を行い、対中援助資金の獲得に、大いに貢献した。 蛇足 この歌は、昭和21年に大連に進駐し

てきた国民党軍に覚えさせられました。翌年は、共産党の八路軍が、治安維持にあたったので、今度は、

人民軍行進曲を覚えさせられました。76年前のことでした。 

◆武田茂会員／日本で一番大きい砂丘は鳥取砂丘と思っている方が多いのではないでしょうか？日本の3

大砂丘と言えば、鳥取の鳥取砂丘、静岡の南遠大砂丘、鹿児島の吹上浜ですが！！日本で一番大きい砂丘

は青森にあります。石髙さんは、当然青森生まれなのでお分かりと思いますが、青森の猿が森砂丘です。

ご存知の方いらっしゃいましたか？自衛隊が使用していて一般人は入ることができません。 

◆石髙誠一会員／今は、車にカーナビが大体付いて居りますが、私が若い頃は、お客さんの修理などは地

図を見て車を走らせたものです。都内は良いのですが、関東の田舎の方に行った時などは、夕方暗くなる

と、道が直線ではなく曲がっているので、帰る方向が分からなくなってしまいます。そういう時は、私は

民家のテレビのアンテナを見ます。アンテナの幅の広い方と狭い方が有り、狭い方は、東京タワーの方向

に向いているのでそれで判断します。 
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会長の時間 本田誠一 会長 

幹事報告 

第 2766 回 2022 年３月８日(火) 

   司  会  / SAA  松川 健治 君  

   斉  唱 / R-O-T-A-R-Y」「中華民国国家」「四つのテスト」   

   Ｓ.Ｌ.   / 相原 聰 君      

ゲスト・ビジター / 大和シルフィード㈱代表取締役 大多和 亮介様 

          濱本まりん様 
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＜地区より＞ 

・3/21日（月）藤沢市民会館において地区大会プログラム変更について 

 新世代交流会中止／本会議プログラム簡略化に努めます／大懇親会 開催時間90分より30分に短縮 

 詳細につきましては、改めてご連絡いたします。 

・新会員の集いについて（4月14日開催予定） 

・ロータリーレート 1㌦116円 

［ポスティング］・次第・週報・2021-2022年度半期報告・抜萃のつづり 

[回覧]・決議案4件 反対を表明されるかたは幹事または、事務局までご連絡ください。 

・第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

 

皆さんこんにちは。本日は国際（世界）女性デイです。日本における女性活躍の旗頭であった“平塚

らいちょう”の「元始、女性は太陽であった。」ではありませんが、女性は万物を産みだし、そして慈

しみ、戦うことを望みません。現在、世界で繰り広げられている惨劇も女性が政治の主役であれば決し

て起こるはずがないと確信しています。  

私は（理）美容院を営んでいますが、仕事に対する熱意、探求心どれをとっても今の時代は女性社員

が主役のようです。本日のゲストスピーカーとしてお出でいただいている大和シルフィード㈱大多和社

長、プレーヤーの浜本さんも女性が活躍する社会を創る先頭に立たれている方々です。大和シルフィー

ドの活動紹介を始め、女性活躍の場の創造、地域づくりのお話など今から楽しみにしたいと思います。 

今は、コロナ禍やロシアによる一方的なウクライナへの軍事侵攻など気持ちが折れそうな、精神が病

んでしまいそうな社会状況が続いています。そのような時代を生き抜くキーワードは、【頑張りすぎな

いこと】と心得えます。身近なことに目を向けて、そこに幸せを見出し、充足感を得ていくことが大切

だと感じます。しかし、こんな時代でもどうしても頑張り過ぎてしまうクラブメンバーを紹介します。

冨岡弘文会員は、今までも鉄人レースへのチャレンジを主体に、（年を省みず）多くのフルマラソンに

チャレンジをしています。そして今回もまた東京マラソン完走の大業を果たしました。それでは冨岡会

員から一言いただきたいと思います。本日もどうぞ宜しくお願いします。 



                                          

今年度の活動方針： 「知恩」 「報恩」 「継承と変革」 

ソングリーダー  

 相原聰会員 

スマイルBOX報告 
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宮東悠会員 
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松川健治会員 

 代表取締役  

大多和亮介 様 

     本日は大和シルフィードについて発表の機会をいただきありがとうございます。

このたび大和シルフィードは、シルフィードNPOと運営株式会社を設立しました。女子サッカーのプロリーグで

ある「WEリーグ」が昨年誕生しました。なでしこジャパンが世界一になってから

で勝てなくなってきましたが、日本が弱くなったのではなく、欧州やアメリカでは女子サッカーがプロスポーツ

として本腰を入れてチーム作りを行っている結果です。男子のプロチームが女子部をつくり、平等に投資をする

システムをつくっています。 

      大和市の女子サッカーチームの誕生は1978年で、かなり昔から運営が始まりました。このころ川澄奈緒美選手

や上尾辺めぐみ選手が少女時代に参加しています。この時代は中学校に女子サッカーの環境がなく、彼女たち

は、この時設立された大和シルフィードでサッカーを続けられました。

      大和シルフィードは、現在２部リーグで試合をしています。

必要であり、現在のなでしこスタジアムは2500人なので、大和市にとどまらず地域に活動を広げる必要がありま

す。 

     この度、今日来場させていただいている濱本まりん選手が大和シルフィード初のプロ契約選手となりました。そ

の他の選手は大和市の企業でフルタイムで働きながら練習と試合をこなしています。今月

部リーグの試合が始まります。 

   応援していただいているスポンサー企業や大和市の方に元気になっていただくために多様な活動を始めまし

た。女性従業員のヘルスケアサポートとして、企業を訪れ、気軽なストレッチや健康体操の指導をし、女性を笑

顔で元気にするアドバイスを行っています。小学校、幼稚園で最近考案したシルフィードカレーを提供し、食べ

て、寝て、体操するケアも行っています。選手の等身大のパネルを市役所、駅、大和創造拠点シリウスなどの公

共施設に展示させていただいております。JCOMで応援番組を企画し、認知症予防のコクニサイズの動画をアルツ

ハイマー予防月間の５月に放映します。クラブがプロになるために、健康経営、

など足元から取り組んでおります。シルフィードを大和の元気のために是非使ってください。来期は２部で優勝

をめざしております。今後も応援よろしくお願いいたします。

ニューエンブレム

    大和シルフィードの歴史 

 

川澄奈穂美選手、上尾野辺めぐみ選手も所属 

                                           
 卓話：大和シルフィード㈱ 大多和亮介 様   

  冨岡弘文会員へ 

お疲れ様のメダル授与 

 三浦高義会員お誕生日 

おめでとうございます。 

濱本まりん 様 

我が大和RCの鉄人冨岡弘文会員東京マラソン

完走おめでとうございます。 

ご本人は足が痛いと仰っていましたが、楽し

いイベントに参加しての嬉しい痛みですね。 

会員の皆さんも是非！という事ですので興味

のある方は是非！トライしてみては？！ 

アイアンマンの世界王者稲田弘さんという方

は何と89歳です。 

その方に刺激を受けトライアスロンを始め

た、東京武蔵中央ロータリークラブ三宅哲夫

さんは、72歳からスタート！ 

驚きですね。ぜひ卓話にお呼びしたいです。 

について発表の機会をいただきありがとうございます。 

と運営株式会社を設立しました。女子サッカーのプロリーグで

リーグ」が昨年誕生しました。なでしこジャパンが世界一になってから10年が経ちました。最近は世界

で勝てなくなってきましたが、日本が弱くなったのではなく、欧州やアメリカでは女子サッカーがプロスポーツ

として本腰を入れてチーム作りを行っている結果です。男子のプロチームが女子部をつくり、平等に投資をする

年で、かなり昔から運営が始まりました。このころ川澄奈緒美選手

や上尾辺めぐみ選手が少女時代に参加しています。この時代は中学校に女子サッカーの環境がなく、彼女たち

は、この時設立された大和シルフィードでサッカーを続けられました。 

大和シルフィードは、現在２部リーグで試合をしています。WEリーグの昇格条件は5000人の本拠スタジアムが

人なので、大和市にとどまらず地域に活動を広げる必要がありま

この度、今日来場させていただいている濱本まりん選手が大和シルフィード初のプロ契約選手となりました。そ

の他の選手は大和市の企業でフルタイムで働きながら練習と試合をこなしています。今月27日から、なでしこ２

応援していただいているスポンサー企業や大和市の方に元気になっていただくために多様な活動を始めまし

た。女性従業員のヘルスケアサポートとして、企業を訪れ、気軽なストレッチや健康体操の指導をし、女性を笑

顔で元気にするアドバイスを行っています。小学校、幼稚園で最近考案したシルフィードカレーを提供し、食べ

て、寝て、体操するケアも行っています。選手の等身大のパネルを市役所、駅、大和創造拠点シリウスなどの公

で応援番組を企画し、認知症予防のコクニサイズの動画をアルツ

ハイマー予防月間の５月に放映します。クラブがプロになるために、健康経営、SDGｓの具現化、女性役員の増員

など足元から取り組んでおります。シルフィードを大和の元気のために是非使ってください。来期は２部で優勝

をめざしております。今後も応援よろしくお願いいたします。 

ニューエンブレム 

祝！ 

大和シルフィードプロ契約 

第一号！ 

おめでとうございます。 


