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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】
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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  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）

１１月　 ７日（火）

取止め例会

第3回クラブフォーラム「社会奉仕について」

会員卓話「自分の人生観について」

卓話「米山学友」

赤澤・本田・石髙・田辺・石井

赤澤・本田・戸張・田辺・石井

５

５

８３.８７

８３.３３

２６

２５

２６０７

２６０８

２６０９

幹事報告

◆１０月１０日（火）ガバナー公式

訪問です。例会終了後、ガバナー

との懇談会があり、終了予定時

刻は１４時３０分です。

　皆様ご出席お願い致します。

【ポスティング】  

・次第  

・週報

・会長ノミニー有資格者名簿

・会長ノミニー指名委員会　委員選出資料 

・第4回議事録

・台北七星ＲＣグローバルグランドプロジェクト資料 

【回覧】

・ハイライトよねやま 

・経済と地域社会の発展月間　リソースのご案内

・ロータリー出版物のご案内

・ロータリアンによるミャンマー訪問のご提案

・the rotarian

・海老名ＲＣ創立３０周年記念アルバム

・横浜うかい亭よりご案内

・赤い羽根共同募金ご協力のお願い

前回の例会は展覧会のた

め欠席をしました。申し訳あり

ませんでした。

一週間の新宿までの電車

通勤でした。

一年半ぶりの電車でした

が、サラリーマンは大変だとつ

くづく思いました。

大学を卒業後、定年まで会社を勤めますと、電車の中

に約3年～5年いることになります。

とても私には勤まりませんが、日本経済をささえてい

るのは、このサラリーマンの人たちです。

尊敬に値する人たちと、改めて思いました。

ただ、電車の中で人間観察をすると90％がスマホを見

ています。

何を見ているのか・・いい大人がゲームか？　本が売

れない訳だ！！

そんな一週間でした。

ありがとうございました。

森川　良三　幹事

【武田会長】　

　去る9月17日18日　2日間　地区大会が相模大野小田急センチュリーとグリーンホールで行われました。

17日は午前10時から選挙人会。

2019年規定審議会立法案の提出で組織規定等を3年に一度改正するための提案ができます。

大和RCから立法案の提出が前年度会長の宮東さん幹事の伊藤さんの名前で提出がされ

地区大会（201７年9月1７日）で地区内クラブ（会員数により持ち票が異なる）の投票で承認されました。

昼食を挟み会長・幹事会が行われ夜8時まで行事が続き閉会しました。

2日目　18日　

12時半から本会議が相模女子大グリーンホールで行われました。

2780地区　66クラブの各優秀クラブの表彰であったり　タレントのジュディーオングの講演がありました。

18時から又センチュリーホテルに場所を移し大宴会の後　閉会しました。

今年度会長の私の総評ですが特別目新しいことはありませんでしたが、全ての参加したロータリアンは

まじめだということがよくわかりました。

【相原会員】

　9/18　午前中は　伊藤SAAとともに　新世代交流会　「未来への夢」に参加。

　青少年交換学友　財団学友　米山学友　元ローターアクトの留学経験と現在の報告について講演会が

あった。若者の夢の講演に多いに刺激を受けた。

会員と学友の交流が少なかった。会員の「未来の夢」の講演があるとよい交流になると思った。

　午後の式典は　人材紹介　挨拶　表彰　報告など地区組織がよく理解できた。

ジュディーさんの「輝いて生きる」の講演はとても力になった。

式典が長すぎると感じた。集中力が続かない。プレゼンの方法には一工夫あると当日がもっと有意義に感じ

ると思った。ロビーの地区活動の展示、冊子作り、などに内容を移せば式典は短くて済むかもしれない。執

行部や役員の労力を考慮するとこのような形になるように思った。有意義な一日であった。

【三浦会員】

　2回目の参加でした。前回より全体像がより明確になった。式が長すぎると感じた。これから高齢化に向か

うので、厳しいのではないか。大勢の方が集まって、交流がもてる式典の形があるとよい思います。ロータ

リーの歴史の中で人材の紹介は大切なことだと思いますがバランスをとって形式を変えてはどうかと思いま

した。2つのアトラクションは刺激になりよかったと思います。

【森川幹事】

　年1回の大会は一日だけ長い話を聞いているのもよいのではないでしょうか。相模原のクラブの方は大変

お疲れ様でした。無償で準備や誘導をしてくださる会員の方に感謝をしましょう。

【富岡会員】

　私は相模原が地元で会場から至近距離に会社があります。会場には知人が数多くいらっしゃいました。当

日は大懇親会の最後まで出席しました。大変まじめ手堅い準備を2年間されて大変だったと思います。大谷

ガバナーの人間味や男気がよくあらわれていました。執行部や役員の方は大変ご苦労されたようです。大会

を準備する側だけの活動は盛んな様子の大会になっています。お金や時間をかけているのに1日いてすごく

勉強になるような行事になっているかどうかわからない。地区の行事は他にもあり、大会は中1年あけてもよ

いのではと以前ガバナーに意見をしてひんしゅくをかったこともあります。

しかしロータリークラブらしい立派な大会だったと思います。

本日 ￥３,０００  累計 ￥２０９,０００

◆増　正之会員／平成２９年９月３０日（土）、長野県松本市

にある深見神社にパワー（気）をもらいに行って来ました。

健康診断で１週間禁酒を云われて、おいしいお酒が飲めな

かったのが、残念でした。

◆吉岡 善一会員／本日は誕生日のお祝いをいただき、あり
がとうございます。

◆石髙 誠一会員／今日は病院が早く終わったので例会

に間に合いました。

片山ソングリーダー

卓話

武田　茂　会長

第2605回　2017年１０月３日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／片山　武蔵　会員
斉　　唱 ／「君が代」「四つのテスト」
ゲ ス　ト ／

米山奨学生　
グエン・タン・タム君

ビジター／ナシ

会長の時間

委員会報告

森川　良三　幹事

スマイルボックス報告

相原委員

ロータリーの友の記事紹介

◆公共イメージ・雑誌委員会／

　　松川健治委員長

１０月は、米山月間です。

例年通り、おひとり２万円の寄附

をお願いいたします。

◆米山記念奨学委員会／

　　吉岡善一委員長

クラブ計画書には、１１月１１～１２に「やまと産業フェア」と

なっておりますが、１１月４日・５日が正しいです。

訂正をお願いいたします。

◆プログラム委員会／吉岡善一委員長

点鐘　武田会長 司会　伊藤会員 お祝いの報告

三浦　親睦委員

お誕生祝い

吉岡会員

米山奨学生

グエン・タン・タム君

出席報告

籾山委員

伊藤 SAA報告

「地区大会を終えて」

三浦会員

「地区大会を終えて」

相原会員

「地区大会を終えて」

冨岡会員

 第３回クラブ協議会
「地区大会を終えて」

「ロータリー章典」 2007年6月版より

22.020.2. 地区大会のための推奨事項。地区大会は以下の通りとすべきである。
● 会期は2 日以上、最高3 日までとする。
● 会員の参加を増やすため、討論グループを盛り込む。
● 大半をロータリーおよびロータリー財団に関する主題に焦点を当て、均衡のとれたプログラムを盛り込む。
● 地区の決議事項を審議する。
● 適切であれば、新しいロータリアン、地区大会に初めて出席したロータリアン、クラブ会長、その他の人々に特別 
　  に歓迎の意を表す。

● ロータリーおよびロータリー財団の活動に参加したことのある人々を、プログラムの中でボランティアとして最大
　  活用する。

● 次回の地区大会を推進し、事前登録を呼びかける。
● できるだけ多くの出席を奨励するために、手頃な費用に維持する。
● 地区大会と祝祭日やその他の行事が重なるのを避ける。
● 配偶者の行事やその他の行事が重ならないよう日程を調整し、登録者全員が本会議に出席するよう奨励する。
● 「友愛の広場」などでクラブや地区のプロジェクト展示を行うよう推進する。
● RI 会長代理の経験を認め、適宜、討論やその他のセッションに参加してもらう。
● 新しいロータリアンのために特別オリエンテーションを提供する。
● クラブ会長、あるいはクラブで指導的な役割を3 年以上務めた関心のあるロータリアンのために、地区大会の直
　前または直後に丸1 日の地区指導者育成セミナーを組み入れる（2003 年2月理事会会合、決定275号）。
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ロータリーミニ情報

「地区大会について」

クラブ研修委員会
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今
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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  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）

１１月　 ７日（火）

取止め例会

第3回クラブフォーラム「社会奉仕について」

会員卓話「自分の人生観について」

卓話「米山学友」

赤澤・本田・石髙・田辺・石井

赤澤・本田・戸張・田辺・石井

５

５

８３.８７

８３.３３

２６

２５

２６０７

２６０８

２６０９

幹事報告

◆１０月１０日（火）ガバナー公式

訪問です。例会終了後、ガバナー

との懇談会があり、終了予定時

刻は１４時３０分です。

　皆様ご出席お願い致します。

【ポスティング】  

・次第  

・週報

・会長ノミニー有資格者名簿

・会長ノミニー指名委員会　委員選出資料 

・第4回議事録

・台北七星ＲＣグローバルグランドプロジェクト資料 

【回覧】

・ハイライトよねやま 

・経済と地域社会の発展月間　リソースのご案内

・ロータリー出版物のご案内

・ロータリアンによるミャンマー訪問のご提案

・the rotarian

・海老名ＲＣ創立３０周年記念アルバム

・横浜うかい亭よりご案内

・赤い羽根共同募金ご協力のお願い

前回の例会は展覧会のた

め欠席をしました。申し訳あり

ませんでした。

一週間の新宿までの電車

通勤でした。

一年半ぶりの電車でした

が、サラリーマンは大変だとつ

くづく思いました。

大学を卒業後、定年まで会社を勤めますと、電車の中

に約3年～5年いることになります。

とても私には勤まりませんが、日本経済をささえてい

るのは、このサラリーマンの人たちです。

尊敬に値する人たちと、改めて思いました。

ただ、電車の中で人間観察をすると90％がスマホを見

ています。

何を見ているのか・・いい大人がゲームか？　本が売

れない訳だ！！

そんな一週間でした。

ありがとうございました。

森川　良三　幹事

【武田会長】　

　去る9月17日18日　2日間　地区大会が相模大野小田急センチュリーとグリーンホールで行われました。

17日は午前10時から選挙人会。

2019年規定審議会立法案の提出で組織規定等を3年に一度改正するための提案ができます。

大和RCから立法案の提出が前年度会長の宮東さん幹事の伊藤さんの名前で提出がされ

地区大会（201７年9月1７日）で地区内クラブ（会員数により持ち票が異なる）の投票で承認されました。

昼食を挟み会長・幹事会が行われ夜8時まで行事が続き閉会しました。

2日目　18日　

12時半から本会議が相模女子大グリーンホールで行われました。

2780地区　66クラブの各優秀クラブの表彰であったり　タレントのジュディーオングの講演がありました。

18時から又センチュリーホテルに場所を移し大宴会の後　閉会しました。

今年度会長の私の総評ですが特別目新しいことはありませんでしたが、全ての参加したロータリアンは

まじめだということがよくわかりました。

【相原会員】

　9/18　午前中は　伊藤SAAとともに　新世代交流会　「未来への夢」に参加。

　青少年交換学友　財団学友　米山学友　元ローターアクトの留学経験と現在の報告について講演会が

あった。若者の夢の講演に多いに刺激を受けた。

会員と学友の交流が少なかった。会員の「未来の夢」の講演があるとよい交流になると思った。

　午後の式典は　人材紹介　挨拶　表彰　報告など地区組織がよく理解できた。

ジュディーさんの「輝いて生きる」の講演はとても力になった。

式典が長すぎると感じた。集中力が続かない。プレゼンの方法には一工夫あると当日がもっと有意義に感じ

ると思った。ロビーの地区活動の展示、冊子作り、などに内容を移せば式典は短くて済むかもしれない。執

行部や役員の労力を考慮するとこのような形になるように思った。有意義な一日であった。

【三浦会員】

　2回目の参加でした。前回より全体像がより明確になった。式が長すぎると感じた。これから高齢化に向か

うので、厳しいのではないか。大勢の方が集まって、交流がもてる式典の形があるとよい思います。ロータ

リーの歴史の中で人材の紹介は大切なことだと思いますがバランスをとって形式を変えてはどうかと思いま

した。2つのアトラクションは刺激になりよかったと思います。

【森川幹事】

　年1回の大会は一日だけ長い話を聞いているのもよいのではないでしょうか。相模原のクラブの方は大変

お疲れ様でした。無償で準備や誘導をしてくださる会員の方に感謝をしましょう。

【富岡会員】

　私は相模原が地元で会場から至近距離に会社があります。会場には知人が数多くいらっしゃいました。当

日は大懇親会の最後まで出席しました。大変まじめ手堅い準備を2年間されて大変だったと思います。大谷

ガバナーの人間味や男気がよくあらわれていました。執行部や役員の方は大変ご苦労されたようです。大会

を準備する側だけの活動は盛んな様子の大会になっています。お金や時間をかけているのに1日いてすごく

勉強になるような行事になっているかどうかわからない。地区の行事は他にもあり、大会は中1年あけてもよ

いのではと以前ガバナーに意見をしてひんしゅくをかったこともあります。

しかしロータリークラブらしい立派な大会だったと思います。

本日 ￥３,０００  累計 ￥２０９,０００

◆増　正之会員／平成２９年９月３０日（土）、長野県松本市

にある深見神社にパワー（気）をもらいに行って来ました。

健康診断で１週間禁酒を云われて、おいしいお酒が飲めな

かったのが、残念でした。

◆吉岡 善一会員／本日は誕生日のお祝いをいただき、あり
がとうございます。

◆石髙 誠一会員／今日は病院が早く終わったので例会

に間に合いました。

片山ソングリーダー

卓話

武田　茂　会長

第2605回　2017年１０月３日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／片山　武蔵　会員
斉　　唱 ／「君が代」「四つのテスト」
ゲ ス　ト ／

米山奨学生　
グエン・タン・タム君

ビジター／ナシ

会長の時間

委員会報告

森川　良三　幹事

スマイルボックス報告

相原委員

ロータリーの友の記事紹介

◆公共イメージ・雑誌委員会／

　　松川健治委員長

１０月は、米山月間です。

例年通り、おひとり２万円の寄附

をお願いいたします。

◆米山記念奨学委員会／

　　吉岡善一委員長

クラブ計画書には、１１月１１～１２に「やまと産業フェア」と

なっておりますが、１１月４日・５日が正しいです。

訂正をお願いいたします。

◆プログラム委員会／吉岡善一委員長

点鐘　武田会長 司会　伊藤会員 お祝いの報告

三浦　親睦委員

お誕生祝い

吉岡会員

米山奨学生

グエン・タン・タム君

出席報告

籾山委員

伊藤 SAA報告

「地区大会を終えて」

三浦会員

「地区大会を終えて」

相原会員

「地区大会を終えて」

冨岡会員

 第３回クラブ協議会
「地区大会を終えて」

「ロータリー章典」 2007年6月版より

22.020.2. 地区大会のための推奨事項。地区大会は以下の通りとすべきである。
● 会期は2 日以上、最高3 日までとする。
● 会員の参加を増やすため、討論グループを盛り込む。
● 大半をロータリーおよびロータリー財団に関する主題に焦点を当て、均衡のとれたプログラムを盛り込む。
● 地区の決議事項を審議する。
● 適切であれば、新しいロータリアン、地区大会に初めて出席したロータリアン、クラブ会長、その他の人々に特別 
　  に歓迎の意を表す。

● ロータリーおよびロータリー財団の活動に参加したことのある人々を、プログラムの中でボランティアとして最大
　  活用する。

● 次回の地区大会を推進し、事前登録を呼びかける。
● できるだけ多くの出席を奨励するために、手頃な費用に維持する。
● 地区大会と祝祭日やその他の行事が重なるのを避ける。
● 配偶者の行事やその他の行事が重ならないよう日程を調整し、登録者全員が本会議に出席するよう奨励する。
● 「友愛の広場」などでクラブや地区のプロジェクト展示を行うよう推進する。
● RI 会長代理の経験を認め、適宜、討論やその他のセッションに参加してもらう。
● 新しいロータリアンのために特別オリエンテーションを提供する。
● クラブ会長、あるいはクラブで指導的な役割を3 年以上務めた関心のあるロータリアンのために、地区大会の直
　前または直後に丸1 日の地区指導者育成セミナーを組み入れる（2003 年2月理事会会合、決定275号）。
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「地区大会について」

クラブ研修委員会


