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【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】

古川　　毅

jimukyoku@yamato-rc.org
花岡　　正
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

９月  １２日（火）

９月  ２６日（火）

１０月  ３日（火）

１０月 １０日（火）

１０月 １７日（火）

１０月 ２４日（火）

１０月 ３１日（火）

ガバナー公式訪問

取止め例会

第3回クラブフォーラム「社会奉仕について」

第5回定例理事会「自分の人生観について」

本田・石井

赤澤・本田・石髙・田辺・石井

2

5

93.55

83.87

２９

26

２６０６

２６０７

２６０８

武田会長が不在のため副

会長の私が会長の時間を務

めます。たまには点鐘したい

なと思っていたら、やっとこの

日がやって来ました。

会長からメッセージをいた

だいております。

「展覧会のため本日欠席をしました。ご迷惑をお掛け

いたします。ガバナー補佐の加藤様本日はよろしくお願

いいたします。

先週の地区大会は大勢のご出席ありがとうございまし

た。2日間の大会でしたが大勢のロータリアンが最後ま

で参加をして盛り上がりました。

佐々木副会長。今日の例会よろしくお願いします。　

武田　茂」

本日は第2回クラブ協議会を行います。クラブ協議会

はクラブの活動計画・運営方針、奉仕活動の計画・報告

や協議をする会合で、年に5～6回開催される事が推奨さ

れております。

開催する時期は年度始めの7月、ガバナー公式訪問2

週間前、地区大会を終えて、年度半ば12月に半期を終え

て、IMを終えて、地区研修協議会を終えて、そして年度の

（１）大谷ガバナーは、会員増強が大事だとおっしゃっています。　各クラブの目標は下記
です。
・会員数51名以上のクラブは、純増2名
・会員数50名以下のクラブは、純増1名
また、女性会員を増やすように言われています。

（２）「新会員のつどい」を今年度も開催しますが、第6グループは単独で行うことになりま
した。地区としても1回実施します。懇親会を中心として、横のつながりができるようにと
考えています。

（３）各クラブは、10年後を見据えた長期計画を作成してください。携帯が出てから30年
しか経っていません。10年後を考えるのはたいへんかと思いますが、よろしくお願いしま
す。

（４）ガバナー公式訪問日は、私とガバナーの打ち合わせを11時に開始します。11時半
には会長、幹事も合流お願いします。例会終了後にフォーラムを開催します。14時30分
までを予定していますので、全員参加できるようご配慮お願いします。

（５）財団寄付は、会員一人２００ドル以上、ポリオ４０ドル以上、米山寄付は、会員一人２万
円以上お願いします。

（６）ロータリーカードの入会推進も引き続きお願いします。

（７）マイロータリーへの登録をしてください。

（８）「ロータリーの友」への投稿をお願いします。

本日 ￥２８,０００  累計 ￥２０６,０００

◆加藤　伸一様（海老名欅RC）／本日はガバナー公式訪

問前の補佐訪問でまいりました。よろしくお願い致します。

◆武田　茂会長／展覧会最終日のため欠席いたしました。
一週間の新宿までの通勤でした。

何十年と電車通勤のサラリーマンの方 に々敬意を表します。

◆佐々木　和夫副会長／本日はお忙しいところ、第６グルー

プガバナー補佐加藤様ようこそいらっしゃいました。会長代

理でスマイルしますがお金は自分で出してます。

◆長谷川　衛会員／９月２３日（土）小田急ホテルセンチュ

リー相模大野で弊社５０周年記念式典を行わせていただき

ました。ご臨席いただいたRCの会員の方々、そして相原会

員にはすばらしい歌をいただき、式典を盛り上げていただき

ました。誠にありがとうございました。

　弊社も新たな５０周年を目指し会社一丸となって頑張って

まいります。

◆宮東　悠会員／家内の誕生日祝い

を頂きましてアリガトウございます。

　加藤伸一第６グループガバナー補

佐、クラブ協議会よろしくお願い致しま

す。

◆松川　清会員／ＲＩ第２７８０地区ガ

バナー補佐加藤伸一様ようこそおいで下さいました。「ガバ

ナー公式訪問に備えて」宜しくおねがいいたします。

◆増　正之会員／1.ガバナー補佐加藤伸一様、今日はよろ

しくお願い致します。

1.ジャイアントパンダ、名前決まる。シャンシャン（香香）

◆伊藤　健司会員／１０月１９～２０日に花巻ＲＣへ訪問を企

画しています。今回は釜石商工会議所へも訪問する予定で

す。錦秋の奥羽路（きんしゅうのおううじ）へご一緒出来るの

を楽しみにしています。

佐々木　和夫　副会長

第2604回　2017年9月26日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／森川　良三　会員
斉　　唱 ／「我等の生業」
ゲ ス　ト ／

ＲＩ第２７８０地区　
第6ガバナー補佐　加藤　伸一様（海老名欅RC）

ビジター／ナシ

会長の時間(代理)

幹事報告

委員会報告

◆地区大会　長寿会員表彰のお品が届

いています（道岸会員/松川会員）

◆台北七星ＲＣ　教育強化プロジェクトの

応援依頼（4,000ドル）については、理事会で、会員一人１万

円の協力金をお願いするということになりました。

◆１０月ロータリーレート¥112

◆プログラム変更となり、１０月３日（火）に、第３回クラブ協議

会『地区大会を終えて』です。

◆１０月３日に指名委員会選出を行います。グループごとに

お座り頂きます。

◆１０月１０日（火）ガバナー公式訪問です。

◆１０月21日（土）社会国際奉仕ｾﾐﾅｰが開催されます。３年

未満の新会員で出席希望の方は事務局までご連絡下さ

い。　

◆例会終了後、定例理事会があります。

【ポスティング】   

・次第　・週報　・１０月度プログラム　・臨時理事会　議事録

・地区大会欠席の方（当日プログラム）

森川　良三幹事　

森川ソングリーダー

スマイルボックス報告

相原委員

１０月度のプログラムを頒布しており

ます。１０月３日は第３回クラブ協議会

で、「地区大会を終えて」に変更に

なっています。

◆プログラム委員会／

　　吉岡善一委員長

司会　伊藤会員 出席報告
小金沢委員長

ご夫人お誕生祝い宮東会員

大谷ガバナー紹介ＤＶＤ

第６グルーブ
加藤ガバナー補佐紹介

親睦委員会より
事務局松山さん誕生祝い

地区大会での長寿会員表彰
松川清君

地区大会での長寿会員表彰
道岸唯一君

加藤ガバナー補佐による
第 2回クラブ協議会

終了直前に年度末報告として行います。

本日は本来ならばクラブ計画書に基づく委員長方針

についての発表をガバナー補佐に聞いていただいた後、

講評をいただきクラブ協議会とするのですが、第1回ク

ラブ協議会は例年に比べ遅く8月29日に行いました、ま

た加藤ガバナー補佐も大和ロータリークラブの計画書

をじっくりと読まれておりますので、委員長からの報告

は割愛し「ガバナー公式訪問2週間前のクラブ協議会」

といたします。

さて、ガバナー補佐の役割はガバナーとクラブのパイ

プ役となりガバナーの要請にクラブが応じるよう働きか

けをいたします。

2001年以前はガバナー公式訪問の時にガバナーと伴

にクラブ協議会をいたしました、しかしDLP・地区リー

ダーシッププランの採用に伴いガバナー補佐が事前にク

ラブ協議会に出席しその結果をガバナーに報告しガバ

ナー公式訪問に備える事となりました。

これが本日の第2回クラブ協議会になります。

ガバナー補佐は一つのクラブに年4～5回出席され、ま

たグループの会長幹事会を年10回程開催したりその他、

地区行事等にも多数出席するなど多くのお役目を持つ地

区指導者のお一人です。

本日は加藤ガバナー補佐に大和クラブを充分見ていた

だき大谷ガバナーに大和ロータリークラブの現状を報告

していただきたいと思います。

加藤伸一ガバナー補佐プロフィール

昭和31年8月21日生

所属クラブ　海老名欅ロータリークラブ

職業分類　住宅販売

藤伸開発有限会社　代表取締役

1997年1月6日　海老名欅ロータリークラブ入会

2008～2009年度　クラブ会長　大和RC長谷川衛PPと同期の会長

マルチプル・ポールハリス・フェロー、ベネファクター、米山功労者

現在　第2780地区　第6グループガバナー補佐

　オン・ツー・トロント国際大会地区委員(トロントへみんなで行こう!!!)

加藤伸一ガバナー補佐プロフィール

昭和31年8月21日生

所属クラブ　海老名欅ロータリークラブ

職業分類　住宅販売

藤伸開発有限会社　代表取締役

1997年1月6日　海老名欅ロータリークラブ入会

2008～2009年度　クラブ会長　大和RC長谷川衛PPと同期の会長

マルチプル・ポールハリス・フェロー、ベネファクター、米山功労者

現在　第2780地区　第6グループガバナー補佐

　オン・ツー・トロント国際大会地区委員(トロントへみんなで行こう!!!)

【回覧】

・ＩＭ御礼状　・相模原南ＲＣ週報

・赤い羽根共同募金のお願い

・平成２９年度社会福祉法人大和市社会福祉協議会特

別会員ご加入のお願い

・大和法律事務所様よりご案内

第２回クラブ協議会
【ガバナー公式訪問に備えて】ＲＩ第２７８０地区　第6ガバナー補佐

加藤　伸一様（海老名欅RC）

卓話
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

９月  １２日（火）

９月  ２６日（火）

１０月  ３日（火）

１０月 １０日（火）

１０月 １７日（火）

１０月 ２４日（火）

１０月 ３１日（火）

ガバナー公式訪問

取止め例会

第3回クラブフォーラム「社会奉仕について」

第5回定例理事会「自分の人生観について」

本田・石井

赤澤・本田・石髙・田辺・石井

2

5

93.55

83.87

２９

26

２６０６

２６０７

２６０８

武田会長が不在のため副

会長の私が会長の時間を務

めます。たまには点鐘したい

なと思っていたら、やっとこの

日がやって来ました。

会長からメッセージをいた

だいております。

「展覧会のため本日欠席をしました。ご迷惑をお掛け

いたします。ガバナー補佐の加藤様本日はよろしくお願

いいたします。

先週の地区大会は大勢のご出席ありがとうございまし

た。2日間の大会でしたが大勢のロータリアンが最後ま

で参加をして盛り上がりました。

佐々木副会長。今日の例会よろしくお願いします。　

武田　茂」

本日は第2回クラブ協議会を行います。クラブ協議会

はクラブの活動計画・運営方針、奉仕活動の計画・報告

や協議をする会合で、年に5～6回開催される事が推奨さ

れております。

開催する時期は年度始めの7月、ガバナー公式訪問2

週間前、地区大会を終えて、年度半ば12月に半期を終え

て、IMを終えて、地区研修協議会を終えて、そして年度の

（１）大谷ガバナーは、会員増強が大事だとおっしゃっています。　各クラブの目標は下記
です。
・会員数51名以上のクラブは、純増2名
・会員数50名以下のクラブは、純増1名
また、女性会員を増やすように言われています。

（２）「新会員のつどい」を今年度も開催しますが、第6グループは単独で行うことになりま
した。地区としても1回実施します。懇親会を中心として、横のつながりができるようにと
考えています。

（３）各クラブは、10年後を見据えた長期計画を作成してください。携帯が出てから30年
しか経っていません。10年後を考えるのはたいへんかと思いますが、よろしくお願いしま
す。

（４）ガバナー公式訪問日は、私とガバナーの打ち合わせを11時に開始します。11時半
には会長、幹事も合流お願いします。例会終了後にフォーラムを開催します。14時30分
までを予定していますので、全員参加できるようご配慮お願いします。

（５）財団寄付は、会員一人２００ドル以上、ポリオ４０ドル以上、米山寄付は、会員一人２万
円以上お願いします。

（６）ロータリーカードの入会推進も引き続きお願いします。

（７）マイロータリーへの登録をしてください。

（８）「ロータリーの友」への投稿をお願いします。

本日 ￥２８,０００  累計 ￥２０６,０００

◆加藤　伸一様（海老名欅RC）／本日はガバナー公式訪

問前の補佐訪問でまいりました。よろしくお願い致します。

◆武田　茂会長／展覧会最終日のため欠席いたしました。
一週間の新宿までの通勤でした。

何十年と電車通勤のサラリーマンの方 に々敬意を表します。

◆佐々木　和夫副会長／本日はお忙しいところ、第６グルー

プガバナー補佐加藤様ようこそいらっしゃいました。会長代

理でスマイルしますがお金は自分で出してます。

◆長谷川　衛会員／９月２３日（土）小田急ホテルセンチュ

リー相模大野で弊社５０周年記念式典を行わせていただき

ました。ご臨席いただいたRCの会員の方々、そして相原会

員にはすばらしい歌をいただき、式典を盛り上げていただき

ました。誠にありがとうございました。

　弊社も新たな５０周年を目指し会社一丸となって頑張って

まいります。

◆宮東　悠会員／家内の誕生日祝い

を頂きましてアリガトウございます。

　加藤伸一第６グループガバナー補

佐、クラブ協議会よろしくお願い致しま

す。

◆松川　清会員／ＲＩ第２７８０地区ガ

バナー補佐加藤伸一様ようこそおいで下さいました。「ガバ

ナー公式訪問に備えて」宜しくおねがいいたします。

◆増　正之会員／1.ガバナー補佐加藤伸一様、今日はよろ

しくお願い致します。

1.ジャイアントパンダ、名前決まる。シャンシャン（香香）

◆伊藤　健司会員／１０月１９～２０日に花巻ＲＣへ訪問を企

画しています。今回は釜石商工会議所へも訪問する予定で

す。錦秋の奥羽路（きんしゅうのおううじ）へご一緒出来るの

を楽しみにしています。

佐々木　和夫　副会長

第2604回　2017年9月26日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／森川　良三　会員
斉　　唱 ／「我等の生業」
ゲ ス　ト ／

ＲＩ第２７８０地区　
第6ガバナー補佐　加藤　伸一様（海老名欅RC）

ビジター／ナシ

会長の時間(代理)

幹事報告

委員会報告

◆地区大会　長寿会員表彰のお品が届

いています（道岸会員/松川会員）

◆台北七星ＲＣ　教育強化プロジェクトの

応援依頼（4,000ドル）については、理事会で、会員一人１万

円の協力金をお願いするということになりました。

◆１０月ロータリーレート¥112

◆プログラム変更となり、１０月３日（火）に、第３回クラブ協議

会『地区大会を終えて』です。

◆１０月３日に指名委員会選出を行います。グループごとに

お座り頂きます。

◆１０月１０日（火）ガバナー公式訪問です。

◆１０月21日（土）社会国際奉仕ｾﾐﾅｰが開催されます。３年

未満の新会員で出席希望の方は事務局までご連絡下さ

い。　

◆例会終了後、定例理事会があります。

【ポスティング】   

・次第　・週報　・１０月度プログラム　・臨時理事会　議事録

・地区大会欠席の方（当日プログラム）

森川　良三幹事　

森川ソングリーダー

スマイルボックス報告

相原委員

１０月度のプログラムを頒布しており

ます。１０月３日は第３回クラブ協議会

で、「地区大会を終えて」に変更に

なっています。

◆プログラム委員会／

　　吉岡善一委員長

司会　伊藤会員 出席報告
小金沢委員長

ご夫人お誕生祝い宮東会員

大谷ガバナー紹介ＤＶＤ

第６グルーブ
加藤ガバナー補佐紹介

親睦委員会より
事務局松山さん誕生祝い

地区大会での長寿会員表彰
松川清君

地区大会での長寿会員表彰
道岸唯一君

加藤ガバナー補佐による
第 2回クラブ協議会

終了直前に年度末報告として行います。

本日は本来ならばクラブ計画書に基づく委員長方針

についての発表をガバナー補佐に聞いていただいた後、

講評をいただきクラブ協議会とするのですが、第1回ク

ラブ協議会は例年に比べ遅く8月29日に行いました、ま

た加藤ガバナー補佐も大和ロータリークラブの計画書

をじっくりと読まれておりますので、委員長からの報告

は割愛し「ガバナー公式訪問2週間前のクラブ協議会」

といたします。

さて、ガバナー補佐の役割はガバナーとクラブのパイ

プ役となりガバナーの要請にクラブが応じるよう働きか

けをいたします。

2001年以前はガバナー公式訪問の時にガバナーと伴

にクラブ協議会をいたしました、しかしDLP・地区リー

ダーシッププランの採用に伴いガバナー補佐が事前にク

ラブ協議会に出席しその結果をガバナーに報告しガバ

ナー公式訪問に備える事となりました。

これが本日の第2回クラブ協議会になります。

ガバナー補佐は一つのクラブに年4～5回出席され、ま

たグループの会長幹事会を年10回程開催したりその他、

地区行事等にも多数出席するなど多くのお役目を持つ地

区指導者のお一人です。

本日は加藤ガバナー補佐に大和クラブを充分見ていた

だき大谷ガバナーに大和ロータリークラブの現状を報告

していただきたいと思います。

加藤伸一ガバナー補佐プロフィール

昭和31年8月21日生

所属クラブ　海老名欅ロータリークラブ

職業分類　住宅販売

藤伸開発有限会社　代表取締役

1997年1月6日　海老名欅ロータリークラブ入会

2008～2009年度　クラブ会長　大和RC長谷川衛PPと同期の会長

マルチプル・ポールハリス・フェロー、ベネファクター、米山功労者

現在　第2780地区　第6グループガバナー補佐

　オン・ツー・トロント国際大会地区委員(トロントへみんなで行こう!!!)
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【回覧】

・ＩＭ御礼状　・相模原南ＲＣ週報

・赤い羽根共同募金のお願い

・平成２９年度社会福祉法人大和市社会福祉協議会特

別会員ご加入のお願い

・大和法律事務所様よりご案内

第２回クラブ協議会
【ガバナー公式訪問に備えて】ＲＩ第２７８０地区　第6ガバナー補佐

加藤　伸一様（海老名欅RC）

卓話


