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会員１５名
２０１８～２０１９年度ＲＩテーマ 例会場 鈴鹿明神社参集殿
例会日 毎週： 水 12:30～13:30

第 ２３４０ 回

「インスピレーションになろう」
会 員

出席者

出席率

修正出席率

１５ 名

１４ 名

93 33%
93.33%

80 00%
80.00%

¥

累計金額
51,000

2018年7月18日 (水)
スマイル進捗状況
年間目標額
¥
365,000

目標達成率
13.97%

会報担当：樋田 一徳

会長の時間
先週起こりました西日本豪雨災害の犠牲者の方々に対し、心からご冥福をお祈り申し上げます
家が流されたり浸水して住む家がなくなった被害者の方々が今までの生活に戻れるのは膨大な時
間と費用が掛かります。われら座間ロータリークラブもできる支援をさせていただきますので募金お
間と費用が掛かります。われら座間ロ
タリ クラブもできる支援をさせていただきますので募金お
願いいたします。
本日入会されました熊谷肇さん、おめでとうございます。ロータリアンとしての楽しさや魅力を大矢さ
本日入会されました熊谷肇さん おめでとうございます ロ タリアンとしての楽しさや魅力を大矢さ
んがしっかり教えてくれます。口は悪いですが心はピカピカですから、色々頼ってあげてください。
さて、前回のテーマは「人の縁」でしたが今日は「モノ作りは人づくり」です。
１２日に遠藤市長に表敬訪問にうかがったのですが、話の流れで市長が会長である「㈱トヤマ」に移
動例会として工場見学をお願いしてみたところ、ご快諾いただきました。
㈱トヤマさんといえば、今も記憶に残る 林マスミ いわゆる和歌山ヒ素カレー事件で分析をした機械
を作った会社ですが、ちょっと気になってＨＰを覗いたところ三代目社長の遠藤克己氏の企業理念に
感動しました。創業以来６０年あまり一貫してモノづくりに徹してきて、たどり着いた答えは社員の感
感動 ま た 創業 来 年あまり 貫
づくり 徹
き
たどり着 た答えは社員 感
性や創造性を伸ばし磨き上げる事だということです。
そのために技術屋には全く関係ない天体観測や植樹・農業を社員に自主的に体験させ、出来上
がった米や野菜を社員食堂で食べるなど自然界の循環を肌で感じ取ってもらう環境を作ったそうで
す。そこら辺のお話は移動例会の時、たっぷりとお話を伺えるということですので楽しみにしてくださ
い。
最近、座間市内の町工場の二代目社長２０社の集まり「ZANABI」の方々とお会いする機会がありまし
た。皆さんが口を揃えて言う言葉は、「会社は社員次第」だと。優秀な社員を育てる為に社長さん達
は日夜努力しています。満足する環境で社員を育て、素晴らしい製品を世に送り出しお客様を満足
させてガッチリ稼ぐ！！

幹事報告
理事会報告
会員等含めた記念品について（予算も含む）→承認
員
算
１会員3,000円限度。
その中で会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記念日の記念品を決める。
その中で会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記念日の記念品を決める
基本1,000円のクオカード。しかしお花が良いと言う事であれば、
お花＝3,000円のためそれのみ。
（ちなみにお花は今まで通りのところに依頼）
→アンケートを回すのでご記入頂く様に依頼。
→アンケ トを回すので 記入頂く様に依頼。
今後の予定
07月25日（水） 夜間例会 『喰の眞方』 点鐘18：30 会費6,000円
08月01日（水） 移動例会（商工会館３Ｆ）点鐘 12：30
イニシエーションスピーチ 熊谷会員
08月22日（水） 移動例会（留学生歓迎会）点鐘 12：30
オークラフロンティアホテル「四季」
オ
クラフロンティアホテル「四季」 会費4,000円
＊7/25・8/22両例会の出欠確認
＊7/25・8/22両例会の出欠確認。
＊例会ではないが・・・
08月13日（月）１２：５５ 羽田着 留学生お迎えご協力のお願い
回覧： 囲碁同好会
座間ひまわり写真コンテスト 座間市55万本のひまわりまつり
観光ざま タウンニュース（今井会長載ってます！！）

本日のゲスト
大和中クラブより

・会長 鈴木 洋子 様
・幹事 石川 達男 様

大和田園クラブより ・会長 古木 明夫 様
・幹事 佐藤 明 様

今月のお祝い
皆出席１２年：細川さん

新入会員♪

熊谷 肇さん、これから
宜しくお願いします！！

クラブ協議会

今井会長
１．本年度の理事役員の活動方針はクラブ活動計画書を参照してください。
２．本年度の予算書配布
本年度
算書 布
３．奉仕活動（9/15献血キャンペーン、9/1ママチャリフェスタ、11/18ふるさと祭り）の活動は会員一人一
人が
それぞれの役目を持って参加して頂きたい。
特に献血キャンペーンは献血者を増やすことが奉仕である事を認識して頂き、ご自分の会社や知り
合いの
方々に声をかけて頂き動員して頂きたいと思います。

♪スマイルＢＯＸ♪

大和中ロータリークラブより
鈴木 洋子 様、石川 達男 様
・本日は新年度に当たり、大和中ロータリークラブより ご挨拶にお伺い致しました。
１年間よろしくお願い申し上げます。
大和田園ロータリークラブより
古木 明夫 様、佐藤 明 様
・本日は新年度会長、幹事就任のご挨拶に伺いました。
１年間宜しくお願い致します。

座間ロータリークラブ
今井さん
・大和中ＲＣ会長鈴木洋子様 幹事石川達男様 大和田園ＲＣ会長古木明夫様 幹事佐藤明様
ようこそ座間クラブへいらっしゃいました。
暑い中、本当にありがとうございます。 本日は宜しくお願い致します。
佐藤さん
・大和中クラブ 鈴木会長 石川幹事 大和田園クラブ 古木会長 佐藤幹事
本日はお忙しい中ありがとうございます。
・前回言い忘れてしまいました。 主人の誕生日祝いをありがとうございました。
日野原さん
・大和中クラブ 鈴木会長 石川幹事
ようこそいらっしゃいました。

大和田園 古木会長、佐藤幹事

大矢さん
大和中クラブ 鈴木会長、石川幹事 大和田園クラブ 古木会長 佐藤幹事
・大和中クラブ
本日はようこそいらっしゃいました。 今年度も宜しくお願いします。
・熊谷さん、入会おめでとうございます。
慣れるまでは大変かと思いますが宜しくお願いします。
・熊谷さん
入会おめでとうございます 慣れるまでは大変かと思いますが宜しくお願いします
磯部さん
・大和中ＲＣ 鈴木会長、石川幹事、大和田園ＲＣ 古木会長、佐藤幹事 ようこそいらっしゃいました。
本年度 宜しくお願い致します。
鈴木さん
・熊谷さん 入会おめでとうございます。
入会おめでとうございます これから共に活動してまいりましょう。
これから共に活動してまいりましょう 宜しくです！！
矢部さん
・くまがいさん！ ようこそ座間ロータリークラブへ！！
大和中 すずき会長 いしかわ幹事 大和田園 ふるき会長 さとう幹事
おいそがしいところありがとうございます！！
熊谷さん
・本日 入会しました熊谷です。 宜しくお願い致します。

今日
今日もスマイルをありがとうございました(^o^)♪
♪

