
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

4月 9日 33(9) 前々回 29 90.63 3  籾山、本田、戸張 

4月 16日 33(9) 前回 24 77.42 7  石髙、森川、戸張、田辺、上田、原田、花岡（淳） 

4月 23日 33(9) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

◆会長 古川毅会員／ 

 会員の皆さんにとって今日もすばらしい１日であります

ように。 

 

◆古木通夫会員／ 

 良い天気ですね～、外仕事にはうってつけです！ 

 

◆武田茂会員／ 

 安政７年に起きた桜田門外の変、彦根藩 井伊直弼

が暗殺されたので有名ですが、オリンピック被災地担

当の桜田大臣の辞任劇は、桜田問題外の変・・・と言う

そうです。 

 

◆増正之会員／ 

 引地川沿いさくら情報。未

だ、二分咲きで残っていま

す。今日、明日中には葉ざく

らになります。 

 

◆本田誠一会員／ 

 見えてるつもりが見えてな

い！白内障の手術後、見な

くてよいものまで見えてきた。シ

ミ、シワ、女房の顔をじっと見

た。 

 

スマイルBOX     本日  \9,000  累計￥470,020 

ソングリーダー 

指揮 川本龍成会員 

スマイルBOX  

長谷川衛委員 

日付 時間 回数 プログラム内容 

  4月 23日（火） 12：30 2672  第6回クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」 

  4月 30日（火）    取り止め例会（祝日週） 

  5月 7日（火）    取り止め例会（祝日週） 

  5月 14日（火） 12：30 2673  卓話「台北七星RC訪問報告」 

今 

後 

の 

情 

報 

例会司会 

司会 SAA 冨岡弘文会員 

委員会報告 

副幹事 松川健治会員／ 

委員会方針について 

第 2671回 2019年 4 月 16日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡 弘文 君                
斉  唱 / 「奉仕の理想」   Ｓ.Ｌ.  / 川本龍成 君 

ゲ ス ト  /  なし 

ビジター  /  なし 

古川 毅 会長 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 

大和ロータリークラブ 週報 
Yamato  Rotary Club Weekly 
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相模原西ロータリークラブを

スポンサークラブとして、相

模原かめりあロータリークラ

ブが2018年9月13日に国際

ロータリークラブより加盟認

証 受 け ま し て、4 月 14 日

(日）、ホテルセンチュリー相

模大野フエニックスでチャ

ターナイトが催されました。 

当クラブから 伊藤会員、佐々木会員、 岡会員、中戸川

会員、私、古川が出席しました。約250名以上のロータリア

ンが出席され盛況の内に認証加盟伝達式が終了しました。 

昨年の10月20日（土）本厚木ロータリークラブの伝達式にも

出席して年度内で2回出席出来たことをとても光栄に思い

ます。 

◆阿波踊りの協賛金を集めています。 

◆例会終了後、臨時理事会があります。 

◆台北の表敬訪問へ行かれる方は、理事会後お集まりくだ

さい。 

  

【ポスティング】 

◆次第 

◆週報 

◆大和ＲＣ会員一覧 

◆4/2(火)臨時理事会議事録 

◆4/9第3回期前理事会議事録 

◆ガバナー月信  

   

【回覧】 

◆なし 

 会長の時間 

2019年4月23日発行 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 古川 毅    幹 事 / 花岡  正 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 伊藤 彦二   副幹事 / 松川 健治 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 素晴らしい奉仕を思いやる心と触れ合いで生かそう】 

  幹事報告 松川健治 副幹事 



1. ロータリーの原点 

2. 日本のロータリーの原点 

3. RIBI ( Rotary International in Great Britain & 

Ireland )と「日満ロータリー連合会」 

4. 例会で国歌「君が代」を歌う事になった経緯 

5. 太平洋戦争中のクラブ活動 

 

6. クラブと会員、国際ロータリーとクラブの関係 
   (1)クラブ会員は大和ロータリークラブの会員である。 

  (2)大和ロータリークラブは国際ロータリーの会員であ

る。従って、大和ロータリークラブの会員は国際ロー

タリーの会員ではない。 

 

7.  国際ロータリーの区域(ゾーン、地区、グループ) 
  (1)世界で加入国は 220ヵ国、34のゾーン、地区数530

地区、35,929クラブ 

   会員数1,224,471人 (2019年4月14日現在) 

  (2)日本は北から第1、中部第2、南部第3ゾーンに割り当

てられている。 

   我々の第2780地区は第2ゾーンに所属する。 

      日本 第1～3ゾーン、34地区、2261クラブ、89,250人 

人口の0.07% 

      韓国 第9～10ゾーン、19地区、1645クラブ、66,427

人 人口の 0.13% 

   台湾 第10ゾーン、12地区、847クラブ、34,183人  人

口の0.14% 

 

8. 国際ロータリーへの加盟要件 
  (1)新ロータリークラブ加盟申請書を提出して承認される

事。 

  (2)新クラブの名称の決定  その名称に地域を表す文言

を用いる。 

  (3)創立会員名簿の作成 クラブの加盟申請書で提出さ

れた会員は最低人数20名。  

  (4)クラブは「ロータリー財団に協力する」という条件を承

諾する。ただし財団への寄付は強制してはならないと

されている。 

   (5)RIからの認証後、クラブが存続できる最低人数20名

を下回っても構わないがRIへの人頭分担金は会員

数10名以下のクラブでも10人分収めねばならない。 

 

9. 地区の分割・統合について 
  1978年～1989年 第259地区 神奈川県全域 

 1989年～1991年 第278地区 横浜市・川崎市を除く神

奈川県 

  1991年～現在    第2780地区  同上 

 

 台北七星RC  第3480地区 → 第3520地区 → 第3522

地区 

 台北七星RCの地区番号変更により、1991年以降地区

番号を4桁にして1の位の0を捨て番としていた事が理

解できる。 

 従って、第2780地区もクラブ数増加となれば第2781地

区・第2782地区等への変更が予想される。 

 

10. ロータリーの構成として小さな組織からの順と

会合名とリーダー 
  (1) ロータリークラブ → クラブ例会 → クラブ会長 

  (2) グループ → インターシティー・ミーティング →ガ

バナー補佐 

  (3) 地区 → 地区大会 → 地区ガバナー 

  (4) ゾーン  → (ロータリー研究会)ゾーン会議  

  (5) 国際ロータリー → 国際大会 → 国際ロータリー

会長 

 

 11. クラブの会合 
  (1) 例会 

  (2) クラブ協議会 

    クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは

会員教育について協議するために 開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全

員の会合である。すべてのクラブ会員は、協議会

に出席することが強く奨励されている。クラブ会

長、もしく は指定された他の役員が、クラブ協議会

の議長を務める（2013年10月理事会会合、決定 

31号）。 

     ① 7月1日以降、年度計画について話し合い、年

度計画を採択する。 

     ② ガバナー公式訪問2週間前、ガバナー補佐が

実施する。 

     ③ ガバナー公式訪問時、地区ガバナーとクラブ

の現況を話し合う。 

     ④ 年度の半ば、目標の進展状況報告と後半のプ

ログラムの決定。 

    ⑤ 地区大会の後、クラブ計画を完了させるための

アイディアや提案について話し合う。 単に地

区大会の感想を言う場ではない。 

    ⑥ 地区協議研修会の後、会長エレクト主催で次

年度方針について協議する。 

大和ロータリークラブ週報 

 

 

プログラム委員長  佐々木 和夫  

「ロータリーあれこれ」 会員 

卓話 

     

         ⑦ IMの後、IMでの語り残した議題についてクラブ

に持ち帰って討論する。 

 

     (3) クラブフォーラム 

    クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、

国際奉仕の5大奉仕からの問題を取り上げ、その

実施・推進について討論し進路を見出す事をも目

的とした会員全員の会合。 

 

12. インターシティー・ミーティング(IM)の意義 
  本年度のIMの総評で後藤パストガバナーが「IMはやっ

てもやらなくても良い」と仰ったが、現在の「ロータリー章

典」や「手続要覧」にIMの言葉・定義がされていないの

で、そのように仰ったと思われる。IMは地区ガバナーの

意向でガバナー補佐が主催する。 

 

13. 会員増強のノウハウ「計画書P29の周知」と「会

員一覧」 
クラブ活動計画書のP29「会員増強資料」を参考にして

下さい。また配布した「会員一覧」により過去にいらした

会員の会社で代替わりしている方を推薦していただく

のも会員増強方法の一つです。 

  

お祝いの報告 

本田 誠一会員 誕生日のお祝 

４月５日花岡幹事の指示を受け花巻南の宮澤啓祐様の

葬儀に佐々木会員と参列してまいりました。 

会葬者は会場に入ることが出来ないぐらいの多くの人た

ちで２５００名以上だったと思います。 

新幹線下車したときに喪服姿の人たちが大勢下車した

のにはびっくり、大型観光バス６台でピストン輸送でし

た。 

私たちは姉妹友好委員長の案内で席も前のほうだった

ので助かりました。 

 

弔辞も５名の方々その業界の代表が読み、最後に横須

賀北ロータリーのパストガバナーの森洋さんが読んでい

ました。 

この方は、大和ロータリークラブ５０周年（花岡会長年度）

のときに来てくださった

方です。 

又、森パストガバナー

は４月１４日の相模原

かめりあロータリークラ

ブのチャーターナイト

に も 出 席 す る そ う で

す。 

花岡さんには宜しくと

の事、又、大 和ロ ータ

リークラブの方々にも

宜しくとのことでした。 

 

花巻南ロータリークラブ 宮澤啓祐様の葬儀参列の報告 

武田 茂委員 / 

お祝の報告 

伊藤彦二  会長エレクト 


