
【大和ロータリークラブ活動方針：　つながろう　やさしい未来のために】 

2022年8月30日発行・編集：松川 

例会場 / 北京飯店　４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　 会　　　　長  / 吉岡　善一　  幹　事 / 相原　　聰 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分　　　　　：  会長エレクト / 森川　良三　 副幹事 / 細川　康治 

事務局 / 大和商工会議所内  TEL046-263-7926  ： 　事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org  

第2787回　2022年8月23日(火) 
司    会    / 　三浦高義君 

斉　　唱   / 　 奉仕の理想　　Ｓ.　Ｌ.   / 　谷田健雄君 

ゲスト　   /    なし 

ビジター   /RI第2780地区青少年奉仕委員会委員長　岡田英城様横須賀 RCパスト会長）

　　　　　          RI第2780地区会員増強委員会　椿和香様（横須賀 RC）  

吉岡　善一　会長 

伊藤　健司　幹事 

会長の時間

本日のテーマ：「権利」と「義務」

 ■ロータリーには、 3大義務があります。

・例会出席の義務・ロータリー誌購読の義務・会費納入の義務

詳細は、定款に書かれています。

 ■ロータリーの権利について、代表的なものを紹介します。

・「例会に出席できる。」

例会に出席することにより、すばらしい友人にめぐりあうことができ、普段会えないような人とも交流がで
きます。

・「奉仕活動に参加できる」

ロータリーでは、奉仕活動が活発に行われています。地域での奉仕活動、国際的な奉仕活動、奨学生に
対する奉仕活動などがあり、どれにも参加できます。

・「世界中のロータリークラブの例会にメイクアップできます。」

旅行や出張されたときには、現地のロータリークラブの例会を見つけて参加してください。きっと歓迎され
ます。

・「ロータリー誌に投稿できます。」

・「ロータリーバッジを着けることができます。」

・「新会員を推薦することができます。」

 積極的に会員の権利を行使して、新会員を推薦してください。



 

 
本田年度（2021~2022年度）活動報告

＜下期＞  

 

2022年1月 

11日（火）・表敬訪問 

大和中RC　会長　阿萬正巳様、 

幹事　中村友彦様  

 大和田園RC　会長　古谷田紀夫様、幹事　

澤﨑秀夫様  

18日（火）・会員卓話　道岸唯一会員「温故

知新」 

・歓迎会　桑原会員　会場：北京

飯店  

25日（火）・会員卓話　眞鍋藤正会員「温故

知新」 

28日（金）　・贈呈式（RI 第3522地区より医

療用マスク寄贈）　会場：公益社団法人大

和医師会（7,200枚） 

2022年2月  

15日（火）・入会式　（株）ユニヴァ―サル　

専務取締役 

谷田健雄様

 

2022年3月  

1日（火） ・2024-2025年度ガバナー・ノミ

ニー　佐々木辰郎様（大和田園RC）来訪

 

・会員卓話　長谷川衛会員「温故

知新」 

8日（火） ・卓話　大和シルフィード（株）　

代表取締役　大多和亮介様、濱本まりんさ

ん  

15日（火）・会員卓話　小金澤和夫会員「温

故知新」 

20（日）・21日（月） ・地区大会　20日（日）

鎌倉パークホテル　21日（月）藤沢市民会

館　出席者：9名  

2022年4月  

5日（火） ・卓話　米山奨学生　ジャリー　

バーバラ　アナスタシアさん 

19日（火）・入会式　鳥飼一吏税理士事務

所　所長　鳥飼一吏様 

29日（祝・金）・地区研修協議会　会場：相

模原市民会館　出席者：10名 ・台

北七星RC姉妹クラブ締結式（ZOOMにて　

於　大和商工会議所） 

2022年5月  

4日(祝・水）・すだて　　会場：すだてつぼや　

千葉県木更津　参加者：46名 

15日（日）・大和RC創立60周年記念式典 

会場：レンブラントホテル海老名　出席者

：122名  

31日（火）・会員卓話　古木通夫会員・宮東

悠会員「温故知新」 

2022年6月  

7日（火） ・歓迎会（塚田会員/谷田会員/

鳥飼会員） 

　　　　　　・60周年記念式典慰労会　

 

 会場：韓味館　参加者：29名 

　【報告】

　・来週の例会は、ガバナー公式訪問です。理事役員、地区役員の皆様、 11時より、ガバナー、

ガバナー補佐とのミーティングがございますので、ご出席をお願いします。

　・13時30分から14時30分まで、ガバナーとの懇談会がありますので、皆様のご出席をお願いします。

 【ポスティング】

　・次第　・週報　・第 2回理事会議事録　・野郎会　会計報告

　・つくも　しんいち展のご案内

　・つくも　たいち　エレキ　チェロコンサートのご案内

　【回覧】

　・第20回記念ロータリー全国囲碁大会のご案内

　・地区会員増強委員会　会員増強手法紹介

第2回クラブフォーラム　会員増強について

幹事報告 相原　聰幹事

🎂ご本人のお誕生日🎂

ソングリーダー
谷田健雄会員

SAA　武田茂会員

ＳＡＡ
三浦高義会員

出席報告
丸茂清和会員

スマイルBOX報告
細川康治会員

相原 聰会員
（8月25日）

RI 第2780地区会員増強委員会　
椿和香様（横須賀RC）

本日は猛暑の中おいで下さり、誠にありがと
うございました。
椿様は随行という形でお越しになられまし
た。ぜひ今度はお仕事のお話もお伺い頂け
たらと思います。



1、出席率（5/31現在） 91.42%  

2、例会数（6/21） 33回　コロナでの休会数：7回 

3、入会者  4名  

(株)横浜銀行　大和支店兼桜丘支店　支店長　塚田順朗様 

（10月19日）  

日本エートス（株）　代表取締役会長　桑原治夫様（12月7日） 

（株）ユニヴァ―サル　専務取締役　谷田健雄様（2月15日） 

鳥飼一吏税理士事務所　所長　鳥飼一吏様（4月19日）  

4、退会者 1名  

(株)横浜銀行　大和支店兼桜丘支店　支店長　畠山直紀会員 

（10月5日）  

5、ゲスト・ビジター数（6/14現在） 

186名（やろう会・クリスマス会・60周年記念式典含）  

6、スマイルボックス（6/14現在） 472,000円 

◆石髙誠一会員／今回で一言知恵袋は終了になり最後の知恵袋です。寒い冬には湖の表

面が凍ります。バケツに張った水も同じですが、水の表面温度が下がった場合、温度の低い表

面と温度の高い底の水が対流します。そうすると底の方に0℃の水がたまった時に、底の方か

ら凍っても良いと思いますが表面が凍っています。それは、水は4℃になった時が一番比重が

重いのです。底に4℃がたまったらそれからは対流しなくなり表面が0℃になった時、表面から

凍り始めるからです。長い間、一言知恵袋に付き合って頂きまして有難うございました。 

皆出席お祝い　皆さまおめでとうございます！ 

石会員 武田会員 

 細川 

7、ロータリー財団寄付額（6/14現在）  

年次基金：445,000円 

恒久基金：120,000円  

ポリオ　　：　83,400円  

ポリオ　　：    3,100円（絵画コンクール） 

大和RC　創立60周年記念　クラブ年次基金寄付：50,000円 

8、米山奨学会（6/14現在） 普通寄付：167,500円（上・下期）

特別寄付：562,000円  

大和RC　創立60周年記念　特別寄付：50,000円 

9、熱海豪雨義捐金 29,000円（8/2）  

10、佐賀長崎豪雨義捐金 27,000円（10/29）  

11、宮東悠会員より 100，000円（11/9）  

12、花岡淳子会員より 300,000円（5/10）  

13、本田誠一会長より 60周年記念式典　エコバック（330,000

円）  

 

伊藤健司会員 

伊藤彦二会員 

副幹事　相原会員 

6月25日(土)18:00〜アフターコロナへ向けた大海原のカラオケ大会「Inみな

とみらい横浜屋形船」〜カラオケ同好会

長谷川同好会会長のはからいでアフターコロナに向けてカラオケ大会が開

催されました。ひさびさのカラオケに長谷川会員夫妻はいつものように熱唱

し、増会員は練習の成果を思う存分発揮してカラオケ同好会会員にお招き

することになりました。 

会員増強委員長　
森川良三会員

　活動内容を必ず広報に載せてクラブに愛着を持ってもらう。
こういう活動が非常に大事になってくるのかなと思っています。昨年は広報に載せない事があったの
で何が起こっているのかわからなくなってくる。せっかくいい事をしていても周知しない事によってわか
らない。自分たちの事を知って頂く為に、いろんな新聞などに載せていくことが大事。そうすると会員
のみんなもその新聞を会社に貼っておく。そういうことで繋がっていくと思いますし、いろんな方に入っ
て頂くことがロータリークラブが継続する力になる。
ロータリークラブが存在する事で一人でもよかったと思って頂ける方が増えていけばそれでいいと思
う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

活動内容を必ず広報に載せてクラブに愛着を持って
もらう。こういう活動が非常に大事に
になってくるのかなと思っています。昨年は広報に載
せない事があったので何が起こって
いるのかわからなくなってくる。せっかくいい事をして
いても周知しない事によってわか
らない。自分たちの事を知って頂く為に、いろんな新
聞などに載せていくことが大事。そ
うすると会員のみんなもその新聞を会社に貼ってお
く。そういうことで繋がっていくと思
いますしいろんな方に入って頂くことがロータリークラ
ブが継続する力になる。各クラブ
によって状況が違うが各クラブに合わせた奉仕活動
が本当に必要だと思うしプロフェッシ
ョナルはあまりいなくてもいいアマチュアでやっていく
方がアマチュアの考えでスムーズ
にいくんではないかと思うし気軽な奉仕活動が楽し
める。ロータリークラブが存在する事
で一人でもよかったと思って頂ける方が増えていけ
ばそれでいいと思う。

会員増強について　RI 第2780地区青少年奉仕委員会
　　　　　　　　　　委員長　岡田英城様（横須賀RCパスト会長）

「各クラブによって状況
が違うので、各クラブに
合わせた奉仕活動が本
当に必要だと思う。」

「プロフェッショナルはあ
まりいなくてもいいアマ
チュアでやっていく方が
アマチュアの考えでス
ムーズにいくんではな
いかと思うし気軽な奉
仕活動が楽しめる。」

　大和のRCの財産にな
るような卓話をありがと
うございました。
理事会前の雑談の中で
も分かりやすく為になる
ような卓話であったとい
う声がありました。



https://yamato-rc.org/

スマイルBOX  本日　\14,000　　　累計 \92,658  

例会日  会員数  　回  出席  出席％  欠席  欠席者名 

８月１６日  34(5)  前々回  23  76.67  8  中戸川、森川、石井、川本、原田、引田、丸茂、鳥飼  

8月２３日  34(5)  前回  27  84.38  6  中戸川、森川、川本、引田、鳥飼、山田  

8月３０日  34(5)  本日         

 
 
今 
後 
の 
情 
報 

日付  時間  回数  プログラム 

8月30日（火）  12：30  278７  佐藤祐一郎ガバナー公式訪問 

９月　6日（火）  12：30  2788  卓話　星野正則様 （ドトールコーヒー代表取締役社長） 

9月 13日（火）  12：30  2784  卓話　児島貴弘様　（スターバックスジャパン株式会社） 

9月 20日（火）  12：30  2785  取止め例会(祝日週) ※9/19-敬老の日 

◆ＲＩ　第2780地区青少年委員会　委員長　岡田英城様（横須賀ＲＣパスト会長）／ 本日「会員増強について」の

卓話をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

◆ＲＩ　第2780地区会員増強委員会　椿和香様（横須賀ＲＣ）／ 本日は、会員増強の卓話にお呼び頂き、ありが

とうございます。どうぞよろしくお願い致します。

◆会長　吉岡善一会員／岡田様、椿様、遠いところまでお越しいただきありがとうございます。本日の卓話、よろしくお

願いいたします。皆さん、まだまだ暑い日が続いています。コロナに注意して、夏を乗り切りましょう。

◆幹事　相原聰会員／本日は、お誕生日のお祝いを頂きましてありがとうございます。自身の60周年が近づいてまいり

ました。心と体の準備をしています。

◆古木通夫会員／商工会議所　河西正彦会頭　ご冥福を祈ります。

◆増正之会員／岡田英城様、椿和香様、よくいらっしゃいました。今日はよろしくお願い致します。

◆冨岡弘文会員／岡田様、椿様、本日は遠路、会員増強のお力添えの為にお越しいただきありがとうございます。岡

田様には、青少年奉仕委員長としても、御指導を頂きたいと存じます。よろしくお願い致します。

次週はいよいよ、佐藤ガバナーの公式訪問です。なにとぞ皆様の積極的な参加をお願い申し上げます。

◆伊藤健司会員／20年以上に亘ってご指導いただいている岡田大先輩にお越しをいただき感謝申し上げます。本日

はどうぞよろしくお願いします。

◆松川健治会員／本日は、岡田英城様、椿和香様、お越し頂きありがとうございます。卓話楽しみにしています。

◆スマイルＢＯＸ委員長　細川康治様／横須賀ＲＣの岡田様、椿様、本日は、卓話よろしくお願いします。岡田様、週末

もよろしくお願いいたします。

委員会報告 

RI 第2780地区米山奨学委員会　松川健治会員 /米山地区報告・ポスティング

出席委員会
増正之会員

職業奉仕委員会
山田己智恵会員


