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【委員会報告】
・親睦委員会 石髙誠一会員／すだてについて
・青少年奉仕委員会 委員長 松川健治会員／絵画コンクール協賛金について
・職業奉仕委員会 委員長 相原聰会員／職業奉仕委員会の開催 ７月14日（火）例会後
【その他報告】
※やろう会・・・18：30～ 北京飯店4F
※第6G、花巻南RC、ガバナー補佐・・・クラブ活動計画書郵送済。（台北七星RCは近日中に郵送します）

スマイルBOX

本日

￥35,000 累計

◆◆会長 冨岡弘文会員／こう見えて、緊張していま
す。楽しい例会になるように努めますので、どうぞ1年
間、よろしくお願いします。
◆幹事 三浦高義会員／いよいよ新年度の第一例会でご
ざいます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
◆直前会長 伊藤彦二会員／①本日より冨岡会長、三浦
幹事のスタートの鐘がなりました。1年間宜しくお願いい
たします。②6月30日打上げ理事会「わさび」で行いまし
た。残金が出ましたのでスマイルいたします☆
◆前幹事 松川健治会員／新年度の始まりですね。楽し
く行きましょう。
◆道岸唯一会員／今日から新年度、冨岡会長、三浦幹
事、一年間ご苦労様です。
◆小金澤和夫会員／冨岡会長、三浦幹事、１年間宜しく
お願いします。大変な時ですが頑張って下さい。
◆古木通夫会員／今年度も、皆出席できるよう、頑張り
ます！
◆長谷川衛会員／冨岡、三浦丸の船出を祝して一年間頑
張って下さい。
◆宮東悠会員／冨岡会長、三浦幹事、1年間よろしく！！
今日は「七夕」テレビも新聞も「七夕」のニュースはあ
りませんでした。
◆籾山豊会員／冨岡年度のスタートですね。一年間よろ
しくお願いします。今日が“七夕”と言うのも素敵です
ね。
◆増正之会員／1、冨岡会長、三浦幹事、よろしくお願い
致します。2、伊藤前会長、松川前幹事、御苦労様でし
た。
◆伊藤健司会員／冨岡会長、三浦幹事の出航を祝うとと
もに、戸張さんがスマイルBOX委員長なのでスマイルしま
す☆
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◆吉岡善一会員／冨岡会長、三浦幹事、一年間よろしく
お願いいたします。コロナに負けずに頑張りましょう！
◆本田誠一会員／めでたく冨岡丸が出航しました。この
一年が楽しみです。
◆石髙誠一会員／新年度会長・幹事一年間よろしくお願
い致します。今年度は、今日ポスティングしましたすだ
て遊びを企画しておりますので、お子さん、お孫さんた
ちと是非参加下さい。
◆石井規子会員／ながらくコロナで出席できませんでし
た。今日は皆様のお顔を拝見して嬉しく思って居りま
す。欠席が多いかと思いますが、これからも宜しくお願
い致します☆
◆花岡淳子（あつこ）会員／石井規子会員！久しぶりに
お元気な姿を見れて、とても嬉しいです。大和ロータ
リークラブも元気になります。毎回、出席して下さい
ネ。
◆山田己智恵会員／冨岡会長、三浦幹事での新たなス
タートおめでとうございます。私もお役に立てることが
あればロータリーの一員として努力してまいります。よ
ろしくお願いします。
◆細川康治会員／冨岡会長、三浦幹事、一年間頑張って
下さい。とても楽しみにしております。
◆スマイルBOX委員長 戸張美穂会員／こん年度は不慣れ
な私はスマイル委員長を務めさせて頂きます。不行届き
は暖かく見守って頂き、女性ならではの明るく楽しいス
マイルを委員の皆様と作っていけたらと思います。今日
は七夕です。皆様の願いがかないます様に♡本年度も宜し
くお願い致します。冨岡会長、三浦幹事七夕に素敵なス
タートです。
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【大和ロータリークラブ活動方針：

職業に、人生にロータリーを活用しよう】
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【幹事報告】
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で片付けて下さいました。私には出来ないことと感銘しまし
た。

本日は初めて,WEBによる例会出席を植松さんがしていま

・クラブ活動計画書
・ロータリーの友

す。時間の都合が付かない場合にも便利ですので皆さんもチャ

・会員名簿

レンジしてみて下さい。新しいクラブ活動計画書をお手元にお

・会費納入のお知らせ

届けしましたが、新しい工夫をいくつか盛り込んでいます。本

（・次年度絵画コンクールポスター）

日は卓話の時間で、じっくり見て頂きたいと思います。
活動計画書１７Pを参考にして下さい。

【回覧】
・なし

本日の主題：新会長・新幹事挨拶

卓話

「年度はじめにあたり」

冨岡

弘文会長

指名委員会により会長のミニ－に指名頂き、総
会で承認されてから１年半が経ち、今日の例会か
ら点鐘をさせて頂きます。
以前は、ロータリーの会長になるまでの１年
半って、ずいぶん長いなと思いましたが、実際に
経験しますと、実に有意義な期間でした。
私は、経営コンサルタントとしての仕事もして
いますが、会社が成長するためには、経営理念と
事業計画はとても重要です。ロータリークラブの
運営にあたっても事前にしっかり準備が出来ると
より良いクラブ運営ができ、発展するのかと思い
ました。幸いにも伊藤前会長のご配慮で、クラブ
の内規や細則を是正したり、WEBによる例会出席の
実験をしたり、奉仕活動資金の為の助成金獲得な
どが出来ました。本日、初例会ですが、既に会長
の仕事の半分ぐらいは成し遂げたような気分で
す。
コロナ禍により、一番重要な直前準備では困難
が伴いました。特に委員会を組織していく段取り
では、皆さんと会う機会が無いために一部で調整
に苦労しました。しかし活動計画書を作成するに
当たっては、会長の意向を書面で作成し、総ての

今年度の活動方針：

会員の皆さんにお送りしたところ、各委員長か
ら、きちんとした計画の原稿を頂戴することが出
来ました。ご協力いただきまして、誠にありがと
うございます。
さて、本日は皆様の手元に、出来立ての活動計
画書がございます。三浦幹事を中心に会報委員会
の皆さんの血と汗と涙の傑作です。是非とも１年
を通じて手に取って頂きたいのですが、この後の
時間を使って、ご一緒に確認して参りたいと思い
ます。
先ず、今年は記事の順序を変えています。年間
プログラムが前の方に移動しました。例会のスケ
ジュールを確認するのにこのページを訪れる機会
が多いので探しやすい位置へとの配慮です。
プログラムでは、９０分例会の日を定めまし
た。クラブ協議会と絵画コンクールの審査日で
す。以前は例会終了後に行っていた協議会を例会
中に行うようになりましたが、時間延長が常でし
た。そこで、最初から９０分を予定して出席して
頂きたいとの配慮です。
会長の活動方針は、例年よりも長い文章になっ
ているのですが、どうかお読みいただきたいで
す。「職 業 に、人 生 に、ロ ー タ リ ー を 活 用 し よ
う」というテーマは、私自身の経験から来ていま
す。漸く税理士登録が出来て、テニスで友人だっ
た古木さんや武田さんから大和ロータリーに誘っ
て頂きました。しかしながら、仕事もまだこれか
らという状況で、例会も休みがちでなかなか厳し
い時期を経験しました。その後、幹事を経験した

伊藤会長一年間おつかれさまでした。冨岡新会長よろしくおねがいします。

職業に、人生にロータリーを活用しよう
ころから、自分にとってロータリーは価値あるも
のと実感できて来たのですが、誰もが最初は迷い
もあるもの。自分にとって活用できているという
気持ちが強まれば、新会員の候補者にもそのよう
に説明も出来る筈。自分達の為にも会員増強の為
にも再確認したいと思います。
具体的には、一年を通じて会員ミニ卓話を展開
し、会員の仕事への理解を深めるという事から始
めたいです。
予定した取り組みの幾つかは、コロナの影響で
断念せざるを得ませんが、会報の制作を自前で行
い続けた成果が上がり、資金面では余裕が生じて
きています。困難な時期には資金面でも備えを増
やし、大きな機会に活かせるように工夫して参り
たいと思います。
前年度に於いて、例会数が減少して浮いた経費
は、コロナ対策の寄付のほか、本年度に企画して
いる炉辺会合での食事代の為に３０万円を繰り越
して頂いています。「密」な集まりが開けるよう
になるかは不明ですが、少人数で中身の濃い炉辺
会合を展開して参りたいと思っています。これは
会長の施策なので私が企画して参るつもりです。
その他、財務内容については詳細に掲載しまし
たのでご確認ください。
最後に、名簿につきまして、これまではアル
ファベット順で並んでいましたが、不便を感じて
いましたのであいうえお順に変更しました。私の
卓話の最後に、皆さんと共に、お名前の確認をし
たいと思います。読み間違えの無いように気を付

けたいものと思います。

三浦

高義幹事

皆さんこんにちは。
幹事を務めさせていただく三浦でございます。
皆さまご存知の通り、新型コロナウイルスの影響に
より「新しい生活様式」への切り替えが進んでおり
ます。
この大きな変化へも柔軟に対応しつつ、
冨岡会長のあふれる想いと会員の皆さまの想いが活
かされたクラブ運営がこの1年間スムースに進みます
よう、精一杯努めてまいります。
そのスムースな運営のために、皆様には要所要所に
おきまして様々なお願いをすることもあろうかと思
います。
ぜひ皆様の温かいご協力をお願いいたします。
私個人にとっては、幹事を経験させていただける貴
重な1年間となります。
ぜひ先輩の皆様方には、初めて幹事を務めるこの若
輩者に、遠慮なきご指導ご鞭撻をいただければ嬉し
く思います。
そして1年後には「幹事をやってよかった。幹事をや
らせていただいてよかった」と心から思えるよう、
楽しみながら精進してまいります。

松川幹事一年半、おつかれさまでした。三浦新幹事よろしくおねがいします。

道岸会員挨拶

初例会新旧交代

冨岡弘文新会長

三浦高義新幹事

クイズ ：誰でしょう
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野郎会

武田親睦委員長
今日のクイズ

司会：本田会長
エレクト

応援団長：
伊藤副幹事

