
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月 12日 35(7) 前々回 26 86.67 4 籾山・石髙・戸張・塚田 

4月 19日 36(7) 前回 27 87.5 4 石井・原田・丸茂・塚田 

4月 26日 36(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日￥23,000  累計￥389,000 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   5月  3日 (火） ー ー 祝日休会 

   5月  10日（火） 12：30 2774 60周年記念式典リハーサル 

   5月  15日 (日） 15：00 2775 60周年記念式典 

   5月 17日（火） － － 取り止め例会（60周年記念式典振替） 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

本日のSAA 

眞鍋会員 

◆座間ロータリークラブ 磯部芳彦様／5月15日の大和RC60周年記念式典、結婚式に招待されている為、

出席出来ず、本日スマイルに参りました。私、座間RC50周年実行委員長として1年間日程調整したものの

中止せざるを得なかったので、大和RC60周年の大成功を祈念する次第です。 

◆東京町田サルビアロータリークラブ 落合孝美様／今年度クラブ設立60周年との事、誠におめでとう

ございます。貴クラブの益々の御発展をお祈りいたします。本日はよろしくお願いいたします。 

◆会長 本田誠一会員／本日は、鳥飼君の入会、誠におめでとうございます。ビジターとして磯部様、

落合様ようこそおいで頂きました。60周年まで残りわずか皆様の日頃のご協力に感謝します。 

◆幹事 伊藤健司会員／鳥飼さん、ご入会おめでとうございます。これから楽しいクラブライフを共に

していきましょう。5月4日のすだて遊びもよろしかったらご一緒に！ 

◆会長エレクト 吉岡善一会員／鳥飼さん、入会おめでとうございます。田村様、磯部様ようこそい

らっしゃいました。 

◆古木通夫会員／コロナ騒ぎで、歩く速度がおそくなってしまった？！ 

◆増正之会員／引地川の桜も今は葉桜になりました。葉桜もいいですよ！ 

◆冨岡弘文会員／鳥飼さん、入会おめでとうございます。楽しく盛り上がって参りましょう。 

◆戸張美穂会員／先日は、父へのお悔やみのお心遣いをありがとうございました。お席に心ばかりの品

をおかせていただきましたので、お召し上がり下さい。 

本日のゲスト 田村幸美様 

ベトナムのことならお任せ下さい 

本日のビジター 

座間RC 磯部芳彦様 

会長エレクト 吉岡善一会員／「次年度委員会方針作成に向けて」を全会員に配布し

ました。委員長のみならず、全委員で相談して委員会方針を作成お願いいたします。 

 

IT委員会 吉岡善一会員／先日、地区ディジタル推進委員会主催のGoogle Cloud説明

会に参加しました。マイクロソフトの世界からGoogleの世界に移行しつつあるようで

す。セミナーの内容は、ロータリーと直接関係つよく、会社で使える内容です。 

 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/ 

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マ 

2022年4月26日発行・編集：三浦 

  
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 

 第 2772 回 2022 年 4月 19 日(火) 
     司    会 / 眞鍋 藤正  君 

     斉  唱 / 中華民国国歌・Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ・奉仕の理想  

     Ｓ. Ｌ. / 相原 聰 君 

     ゲスト / （株）Ｔ．Ｇ．Ｔ 代表取締役 田村幸美様  
     ビジター / 座間ロータリークラブ 奉仕プロジェクト 副委員長 磯部芳彦様 

          東京町田サルビアロータリークラブ 落合孝美様 

本田 誠一 会長 

皆さんこんにちは。本日は、ゲストとして株式会社Ｔ・Ｇ・Ｔ代表取締役 

田村幸美様、ビジターとして座間ＲＣより磯部芳彦様、町田サルビアＲＣより

落合孝美様、そして本日入会式を迎えられた鳥飼一吏君、沢山の皆様にお出で

いただき例会を出来ますことを嬉しく思います。ありがとうございます。 

 

さて、皆様に一つ残念な報告がございます。４月１６日に予定していた台北

七星ＲＣの３５周年式典は、会員内に新型コロナウィルスの濃厚接触者が出た

関係で急遽取り止めになりました。私たちと同様、１年以上を掛けて準備を重

ねていましたので、会員皆様の心中を思うと残念でなりません。私たちも感染

には十分に気を付けたいと存じます。 

 

本日の例会は、来る６０周年記念式典に向けて、ここまでの成果を式典懇親会の進行表や幾つかの映像を

基に、皆さんと共に考え、意識を共有する時間にしていこうと思います。残された時間には限りはあります

が、皆さんと力を合わせて思い出に残る６０周年にしていきますので皆様の更なるご支援ご協力を切に願い

会長の時間とさせていただきます。 

【報告】 

・来週の例会は、通常例会となります。 

 

【ポスティング】 
・次第・週報 

 

【回覧】 
・すだて 出欠表 ・60周年記念委員会 出欠表 ・ウクライナ難民支援の義援金について 

幹事報告 伊藤 健司 幹事 



 
60周年記念式典は５月１５日（日）に開催い

たします。 

受付開始は１４時より受付でございます。 

 

当日、会員の皆様は１１時より準備が可能で

ございますので、お時間のある方はぜひご協

力よろしくお願いいたします。 

 

１５時より式典を開始しまして、休憩をはさ

み１７時より第２部の懇親会を開催の２部構

成となっております。 

 

５０年からの１０年間の歩みを皆さんにご披

露する機会であり、ご来賓の皆様、親クラブ

の藤沢ロータリークラブ、第６Ｇのロータ

リークラブの皆様に感謝をお伝えする大事な

式典でございます。 

 

新会員の皆様にとっても、ガバナーよりバッ

ジ贈呈がありますので、この年に入会するこ

とは素晴らしいタイミングだと思います。と

ても記憶に残る６０周年記念式典になると思

います。まだ時間がありますので、さらに入

会をお待ちしています。 

 

今回の60周年は「MIRAIへつなごう、やさし

さを」がテーマになっています。 

 

「われわれ大和ロータリークラブはこれまで

も子どもたちを対象に一貫して奉仕活動をし

てきました。MIRAIを見据え、やさしさが足

りないこの時代にはピッタリではないです

か？」と仰っていただいた森川良三会員の一

声で、本田会長がお考えになったテーマを、

意識してプログラムを考え直すというきっか

けをいただきました。 

 

本田会長がご担当となり作成いただいたスラ

イドショー、伊藤幹事が作成いただいたスラ

イドショー、ともに素晴らしい出来栄えとな

り、ご披露できました。 

 

全てを過去に倣って行うのではなく、現代に

マッチした素晴らしい演出とアイデア、そし

て出席された方が退屈を感じにくいよう、さ

らに密になる時間をできる限り排除したプロ

グラムになっています。 

 

本日の卓話の時間では簡単な式典の概要と作

成していただいたスライドショーの披露を行

いました。 

 

次週は具体的に時間配分を考慮してのリハー

サルとなりますので、会員の皆さんにもぜひ

出席いただきたいと思います。  

 

＜本田会長より＞ 

今年度の重点目標の60周年記

念式典、多くの課題もありま

すが実行委員会が一つ一つク

リアしています。 

大和ロータリークラブ会員の

記憶に残るイベントにしたいところです。完

成度を高めるには、武田実行委員長を支え、

皆様の更なるご協力をお願い申し上げます。 

 

テーマである「MIRAIへつなごう やさ

しさを」を再度見直し、テーマに沿って

表現し直すきっかけとなった森川会員

にもひとこといただきました。ありがと

うございます。 

 

 

 

60周年 

記念式典に向けて 
60周年記念実行委員会 

松川健治 副委員長 

 

 

 

 

●テーマを表現したオープニング動画 （本田会長よりご説明いただきました） 

ロータリーバッジを付けてもらった時

の新鮮な気持ちが思い出されます。 

鳥飼会員、ロータリー活動を 

共に楽しみましょう！ 

鳥飼様、ようこそ大和ロータリークラブへ！！ 

入会式 

 鳥飼一吏税理士事務所 税理士 鳥飼一吏（とりかいかずさと） 様 

●60周年記念事業の紹介動画 （伊藤幹事よりご説明いただきました） 

●閉会時のエンディング動画 （本田会長よりご説明いただきました） 

本田会長と伊藤幹事のご尽力により、テーマと感謝を伝える素晴らし

い動画がほぼ完成してまいりました。当日のご披露が楽しみです。 


