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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

４月１１日（火）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

５月　２日（火）

５月　９日（火）

５月 １６日（火）

５月 ２３日（火）

取り止め例会

振替休会（家族会）

卓話

松川（健）、赤澤、吉岡、本田

田辺、馬郡

4

2

87.5

93.94

28

31

２５８８

２５８９

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

佐々木会員：協議会において END ポリオナウ

の表彰を受けました。

 

武田会員：会長部門

風光明媚で素敵なロケーションですが教室が狭

かったですね。

新会長部門では、新入会員を増やせということ

が、最大のテーマでした。

どこのクラブも、共通の悩みで、６６６名も新入会員

が入ったというのは驚かれました。

次年度も引き続き励みたいです。

 

増会員：クラブ奉仕部門

高校の教室に６０名からを詰め込んで、４テーブル

作り議論をするが、周囲がうるさく大変だった。

森ＰＧからＣＬＰなどの話。ロータリーの歴史や、長

期的な取り組みの話は聞くことができた。

 

戸張会員：会員増強・維持・Ｒ家族部門

若い会員と女性がテーマ。全国から見ると地区は

女性が多い方だが、目指すところはもっと先。

女性会員の集まるが組織されることになった。

次年度は１名ないし２名の女性会員入会が支持さ

れている

 

相原会員：新会員部門

ロータリーの全体像が理解できる内容だった。

名刺の配り方から、ポリオの取り組みまでわかりや

すい解説だった。

会場の高校は、ロータアクトが盛んだそうです。

懇親会まで参加したけど、とにかく会場が狭かっ

た。しかし、お腹いっぱい食べました。

自分自身は、実は１０年前から中クラブに誘われた

のですが、増会長の時代に事務局を訪れる機会

があり、そこで熱心に誘われたのがこちらに入会

する動機となりました。勧誘には熱意が大事と我

がことながら思います。

 

古川会員：クラブ奉仕部門

森リーダーから戦略計画について話があり、後半

は４つに分かれてディスカッションだったのだけれ

ども、教室が狭く外でやりました。２時間は長いか

と思ったが、あっという間で、改めて奉仕について

学ぶことは重要だと思いました。

第2586回　2017年４月1８日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　　美穂　会員

斉　　唱／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・4月21日～24日まで台北七星RC創

立30周年式典に訪問します。（15名）

・家族会は5/28（日）に変更します。

・手続き要覧に誤表記があり、7ペー

ジ、8ページ訂正してください。裏表紙

はシールが届いているので張替をお願いします。

・大和RC55周年記念誌週報が出来上がりました。ご参加いた

だいた方 に々も随時郵送、配布します。

・米海軍厚木航空施設司令官室より春祭りのご案内が届いて

います。（4/29（土）午前10時から午後５時　午後5時からレセプ

ション）

・第41回神奈川大和阿波踊り開催に伴う賛助のお願いが届い

ていますので理事会にて協議します。

・前回のクラブフォーラムの結果を受け、以下の項目を理事会

に協議上程します。

①「入会金の廃止」を廃止にする件　　⇒　入会準備金(入会に

係る諸経費）1万円。

②祝日のある週を休会に出来る件　（定款第8条第1節ｃ)

③出席免除規定緩和の件　（定款第12条第3節ｂ)

④会費の減免措置の件（高齢や何らかの疾病に拠る）

⑤議事録の開示に関する件（開示内容について）

【ポスティング】・次第・週報・記念誌週報・手続き要覧　誤表

記のお詫びと訂正・シール・家族会のご案内

こんにちは。先週は佐々木和夫

クラブ研修リーダーから「定款改

正に関わる細則改正について」前

もって配布されました新旧定款

比較表での卓話ありがとうござい

ました。会員のみな様もご理解して頂けたと思います。

さて、４月も半ばも過ぎて桜の季節も終わりました。今

年もお花見はいかがでした？

私は兄弟会で信州上田に行ってきました。別所温泉で

一泊、しかし村人が少なくないのにはおどろきでした。上

田の街は観光客が多く大変な人出でした。

先週１４日は第６グループの会長幹事会が厚木元湯旅館

で行われました。議題は、会員増強・維持・財団補助申請

状況について、規定審議会の立法案提出についてでした。

青少年交換学生の受け入れの件、次年度は大和中ロ

ータリークラブで台湾学生の男性です。

一昨日は地区研修・協議会に多く会員の参加を頂き

ご苦労様でした。会場は足柄上郡松田町の立花学園で

開催されました。次年度の出席義務部門１２部門研修で、

伊藤　健司　幹事

出席報告
道岸委員長戸張ソングリーダー

EndPolioNowキャンペーンで表彰される

委員会報告
クラブ協議会　「地区研修協議会を終えて」

進行：宮東会長

私は次年度クラブ研修（Ｒ情報委員）「定款改正」の話題が

主でした。この議題の話しは長くなりますので、又の企画にし

たいと思います。次に２０１５－１６年度「毎年あなたも１００＄を」

もクラブ表彰も受けました。

今週の２１～２４日まで台北七星ロータリークラブ３０周年

式典に参加してきます。大会参加の話しは次の例会で報告

をいたします。

本日 ￥１６,０００  累計 ￥６５４,６２３

◆宮東悠会長／１６日の地区協おつかれさまでした。２１～

２４日まで、台北七星ロータリークラブで３０周年式典に会員・

ご家族の参加をして頂きありがとうございます。

◆伊藤健司幹事／巨人は今３位です。先週は１位でした

（笑）

◆古木通夫会員／雨が多くて夏野菜畑作りが間に合いそ

うになくなり、あせっています。

◆松川清会員／地区研修協議会、ご苦労様でした。

◆増正之会員／１）地区研修協議会に参加された方、お疲

れ様でした。２）引地川沿い桜情報／桜が散り、葉桜になりま

した。また来年楽しみに。

◆本田誠一会員／金曜日より七星ロータリーに訪問してき

ます。大好きな北投温泉で例会があり、楽しみです。

◆親睦委員会／三浦委員

家族会について

◆期前理事会／森川副幹事

期前理事会の実施日時について

　４月２５日１１：３０分より

◆岡田安二会員／雨もあがり、あた

たかい季節になってきました。地区協

参加の皆様、お疲れ様でした。

◆松川健治会員／地区参加の皆様

お疲れ様でした。大和市民まつりに整

備部会長として２日間参加してまいり

ます。 スマイルボックス報告
松川委員長

 伊藤彦二会員：米山奨学部門

大和ロータリークラブクラブは、寄付の実績が

全体で９番目。これはかなり立派な成績で、

担当者の頑張りを感じました。

静岡の米山記念館へ行くのも良いかなと。

ところで忘れてはならないのは、米山さんが亡

くなった後で記念奨学金制度は出来たのだ

ということ。

次年度のＳＡＡ担当します。例会の質を高め

るために、会場では厳しいことも言うかもしれ

ませんが宜しくお願いします。

 

松川健治会員：公共イメージ部門

アンケートによると、ロータリーの知名度は

２０％と低いのが現実。

ＳＮＳなどの媒体を活用することが近年の

テーマのようです。

YouTube を利用している事例も紹介されま

した。

 

佐々木会員：幹事部門

手続要覧の説明で、柔軟性のある活動をと地

区から言われていましたが、クラブの計画で

は休みにする予定の１０月１０日に、ガバナー公

式訪問とされてしましました。

 

宮東会長：大和ロータリークラブクラブの今

日の課題は、青少年への取り組み強化だと思

います。

 

《追加》

伊藤幹事：間近に迫った台湾訪問が魅力

満載です！　佐々木さんの頑張りで特別なツ

アーになりました。

 

地区研修協議会

懇親会にて

台北七星 RC訪問案内
伊藤幹事
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ところで忘れてはならないのは、米山さんが亡

くなった後で記念奨学金制度は出来たのだ

ということ。

次年度のＳＡＡ担当します。例会の質を高め

るために、会場では厳しいことも言うかもしれ

ませんが宜しくお願いします。

 

松川健治会員：公共イメージ部門

アンケートによると、ロータリーの知名度は

２０％と低いのが現実。

ＳＮＳなどの媒体を活用することが近年の

テーマのようです。

YouTube を利用している事例も紹介されま

した。

 

佐々木会員：幹事部門

手続要覧の説明で、柔軟性のある活動をと地

区から言われていましたが、クラブの計画で

は休みにする予定の１０月１０日に、ガバナー公

式訪問とされてしましました。

 

宮東会長：大和ロータリークラブクラブの今

日の課題は、青少年への取り組み強化だと思

います。

 

《追加》

伊藤幹事：間近に迫った台湾訪問が魅力

満載です！　佐々木さんの頑張りで特別なツ

アーになりました。

 

地区研修協議会

懇親会にて

台北七星 RC訪問案内
伊藤幹事


