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【 本日のプログラム 】 11月28日 クラブフォーラム 「R財団月間にあたり」 室町 さやか 様
【 次回予告 】 12月5日 年次総会 卓話 「ノルディックウォーキング」
【 第1692例会 】 平成25年11月21日（木） 【 司会SAA 】 藤田 方巳 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ビジター】 竹原繁男様、寺田裕子様（横浜北RC） 【 ゲスト 】 大和市イベント観光協会事務局長 星野俊江様

会長の時間

岸 幸博 会長

季節感と言えば、先日やっと木枯らし一号が吹
き、いよいよお茶の季節になってまいりました。朝の
【米山功労者】
一杯のお茶は災難除けになると昔から言われてお
第５回マルチプル
藤塚 勝明 君
ります。伊藤園のコマーシャルではないですが、「オー
第４回マルチプル
舘盛 道明 君
イお茶」という事で、是非飲んで頂きたいと思いま
第２回マルチプル
岸 幸博 君
11月10日は地引網が中止になりまして、大和自 す。また、お茶には制ガン作用があるという事は広
動車学校にて食事とゲームを行ないました。7日は く知られておりますが、全国でガンになる確率が一
東慶州RCの方々が来訪され合同例会を行い、皆 番低い県は静岡県だそうです。そして、その中で掛
さん喜ばれてお帰りになりました。各委員会の皆様、 川市が一番低く、二番目が藤枝市だそうです。大
和市の皆さんにも、お茶をたくさん飲んで、健康で
ご苦労様でした。
いて欲しいと思っております。
幹事報告
中島 康次郎 幹事
それから、寒さが増しますと、当社のもう一つの
①新会員アンケートの該当者の方は、ご協力お願 主力商品であります海苔の生産時期になります。
九州の有明海では、すでに摘み取り作業が始まり、
い致します。
今月の28～30日に福岡、佐賀、熊本の順で今年
②12月8日は交通事故撲滅大作戦です。
③2014年1月17日（金）18時30分ホテルセンチュリー 度第１回目の入札が行われます。今年の九州地方
相模大野にて4クラブ合同例会賀詞交歓会が開 は、雨が多かったので、海水濃度が低く、一部に赤
腐れ病が発生しました。被害は軽微であり、現在生
催されます。
産はおおむね順調ですが、入札前は悪い材料はひ
３分間スピーチ
かえる傾向にありますので、難しい年にならないよ
うに祈っているところです。
梅田 秀雄 君
委 員 会 報 告
私の所では、お茶と海苔を主力として商っており
ます。季節感をどう商売に活かせるかが重要で、ど
橋本 日吉 委員長
こか衣料界に似ていますが、流行がありませんので、 奉仕プロジェクト委員会
11月10日松風園との地引き網が天候の為、中
その点助かります。
会員数

出席者

42名

34名

出席率
86.84%

前々回修正 出席免除
83.78%

7名

1

欠席者 5名(敬称略)
原嶋、神作、小栁、野口、辻

止となり急遽大和自動車学校での見学会及び交
流会となりました。皆様の御協力で大変楽しく開
催出来ましたことに感謝を申し上げます。園長さん
より園児達が大変喜んで帰りましたので、ロータリー
の皆さんによろしく伝えくださいと連絡がありまし
た。

卓

「卓話者ご紹介」
梅田 秀雄 君
星野さんは、その昔、女優として活躍され、ドラマ
「サインはV」や「寅さん」シリーズに出演しました。ご
結婚を期に、芸能界を引退し、大和市に居を構え
て25年になるそうです。4年前の大和市イベント観
光協会職員の一般公募に応募され、事務局長に
就任されました。
大和市を全国に発信するため、ドラマや映画の
撮影に利用してもらう「フィルムコミッション」事業を
立ち上げ、2年で年間60件程の撮影を誘致しまし
た。他にも「ショートムービーコンテスト」や「なりゆき
フォトコンテスト」など、大和市内での撮影を条件に
した事業を次々に生み出されております。

IM実行委員会
橋本 日吉 大会幹事
先週14日に第3回 I M実行委員会を開催いたし
ました。今月末には、プログラムが出来上がる予定
です。次の実行委員会は、各委員会の委員長と各
部会の委員長も参加しての拡大実行委員会とな
ります。尚当日例会終了後13 :40分からこの会場
となります。
お祝いの方々
親睦活動委員会
配偶者誕生日

結婚記念日
創業記念日

梅野
石川
野口
橋本
郡司

竹内 彰 委員
義信 様
智子 夫人
陽子 夫人
日吉 君
守 君

スマイルボックス

「大和市の魅力づくりについて」
大和市イベント観光協会
事務局長 星野 俊江様

11月21日
11月27日
11月27日
11月21日
11月27日

山崎 賢二

話

詳しい内容は下記よりダ ウン
ロード下さい。
http://sdrv.ms/TpSc5u

委員長

本日 \18,000 累計 \441,000

竹原 繁男 様（横浜北RC）
お久しぶりです。ご無沙汰しております。新人のメー
キャップのお伴とお願い事にやってまいりました。本
日は宜しくお願い致します。
寺田 裕子 様（横浜北RC）
本日はお世話になります。宜しくお願い致します。
岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事
大 和 市 イベント観光協会、星野俊江事務局長様、
本日の卓話宜しくお願い致します。横浜北RC、竹原
様、寺田様、ようこそ、お久しぶりです。
中島 康次郎 君
星野さん、本日の資料で大和式礼の紹介ありがと
うございます。
横澤 創 君
①竹原会長エレクト、ようこそ古巣へ！！久しぶりに田舎
のRCをお楽しみ下さい。
②ボジョレーの会、多くのご参加お待ちしています。
高橋 清 君
大和市イベント観光協会、事務局長、星野俊江様、
ようこそ大和中クラブにお忙しいところお出で下さい
ました。お久しぶりです。一世を風靡したドラマ「サイン
はV」や「寅さん」シリーズに出演した女優「泉洋子さん」
を懐かしく思い出します。大和市の新たな観光事業
発展を目指して、世界に向けて発信して下さい。星野
様のご活躍をご期待申し上げます。
古郡 清 君
星野様、本日は卓話ありがとうございます。竹原様、
寺田様、ようこそ。
梅田 秀雄 君
大和市イベント観光協会、事務局長、星野俊江様、
ようこそお出で下さいました。本日は宜しくお願い致
します。

山崎 賢二 君
①観光協会、星野様、本日の卓話楽しみにしています。
②竹ちゃん暫くです。寺田さん、ようこそ。
藤田 方巳 君
①過日、自動車学校での片付けの際の高橋・後藤先
輩の箒を持つ心に敬意を表して。
②韓国の兄弟との会食は楽しかったです。富澤さん、
ご苦労様でした。箱根で久しぶりに芸者と呼んで
よい人に出会いました。入江さんアリガトウ！
姉妹クラブ委員会
過日の東慶州RC来訪時は、皆様に大変お世話に
なりました。無事終える事が出来ました。
奉仕プロジェクト委員会 橋本 日吉 委員長
先日11/10（日）松風園地引網は、雨で中止となっ
てしまいましたが、さすが大和中RC、大和自動車学校
で「見学会・親睦交流会」に切り替え、大変盛り上げ
て頂きました。皆さん喜んで帰って頂きました。皆様の
ご協力に感謝です。ありがとうございました。
石川 達男 君
智子の誕生日をお祝い頂き、ありがとうございま
す。竹原さん、お久しぶりです。お元気そうでなにより
です。寺田さんいらっしゃい。
郡司 守 君
創業記念日お祝いありがとうございます。早いも
ので25年が過ぎます。
橋本 日吉 君
今日、結婚記念日です。34年目を迎えました。何と
か持続可能な幸せを感じる家庭を営んでいます。後ど
の位持続できるのか…。今夕、食事会へ行って来ます。
橋本 吉宣 君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。
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