
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月4日 32(8) 前々回 25 89.3 3  宮東、戸張、田辺 

6月11日 32(8) 前回 30 96.8 1  森川 

6月25日 32(8) 本日     

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

◆会長 古川毅会員／梅雨になりましたね。今日

は、朝から雨も上がりすがすがしい朝の散歩は、ひ

さびさです。わん公の息子は1歳6ヶ月、体重も40キ

ロ弱になり、毎日の散歩がとても大変です。今日も

楽しい素晴らしい1日でありますように。 

 

◆道岸唯一会員／出席委員会といたしまして、出席

率が87.39％とまぁまぁの成績となりました。会員

の皆さんの御協力ありがとうございました。 

 

◆佐々木和夫会員／先日、マイロータリーを見てい

たらロータリー財団にあと少し寄付すれば私がポー

ルハリスフェローのワンランクアップすることがわ

かり追加寄付しました。歴代会長の多くは会長時代

にベネファクターになっています。先日競馬で6桁

の当たりが出た古川会長もぜひベネファクターに

なって下さい。 

 

◆松川清会員／梅雨の合間あじさいの花に魅せられ

ます。やさしい雨に感謝ですね。 

 

◆古木通夫会員／野菜作り苦労の一句。「のら仕事 

虫にさされて プックラと‘’」 

 

◆武田茂会員／先週の木曜日、原田さんと、はじめ

てゴルフをしました。110を超えると言っていたの

で安心してプレーをしてました。結果、88で回っ

て、このうそつき野郎。 

 

◆増正之会員／6月10日（月）大和商工会議所総会

に参加された方お疲れさまでした。寒いし、大雨、

大変でした。 

 

◆伊藤健司会員／本日は、家内の誕生日をお祝いい

ただきありがとうございました。 

 

◆石髙誠一会員／私の誕生日のお祝いありがとう御

座いました。 

  スマイルBOX     本日  \12,000  累計￥576,020 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    7月 2日 (火） 12:30 2678  第1回定例理事会 会長挨拶「年度初めにあたり」 

    6月  9日（火） 12：30 2679  第1回クラブ協議会「年度計画発表」 

    7月 16日（火）     取止め例会(祝祭日週) 

6gat   7月 23日（火） 18:30 2680  第1回夜間移動例会 「清風」にて 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

親睦委員会 吉岡善一会員／6月18日夜、花岡会員の歓迎会を行います。 

おいしい料理です。アルコール持込歓迎です。 

 

会報委員会 副委員長 吉岡善一会員（冨岡委員長の代理発表）／先に伝えましたように、花岡さんの追悼

特別号を作って参りたいと思います。つきましては、皆様からの原稿を募集いたします。 

 花岡さんの思い出、秘密の話、後世に残したい名言など、お待ちしています。とっておきの写真なども結

構です。発行は次年度が始まりしばらくしたころの予定です。 

 編集等の都合もあるので、来週を目途に、ご協力いただけそうな方は、会報委員までお声がけください。 

 

次年度親睦委員会 委員長 戸張美穂会員／野郎会のご案内、例会後、次年度親睦委員会を開催します。 

第 2676 回 2019 年 6 月 11 日(火) 
司  会  /  SAA 相原聡 君                
斉  唱 / 「それでこそロータリー」  Ｓ.Ｌ.  / 上田英信 君 

ゲ ス ト  /  なし 

ビジター  /  なし  
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 皆さん、こんにちは。 

 

 今日の例会は、ラス前になりま

す。 

 本日は、一年を終えて、第7回ク

ラブ協議会です。 

 

クラブ運営部門 11部門 

奉仕プレジェクト部門 7部門 

同好会 3部門 

特別プレジェクト 60周年記念準備委員会 

の各委員会になります。 

 

 各委員長または委員の皆さんの発表になります。 

出来る限り時間内に終了したいと思いますが、皆さん

宜しくお願いします。 

今年一年間の活動を振り返り、次年度に活かしていた

だければと思っていますので、宜しくお願い致しま

す。 

 

 司会役は、松川副幹事にお願い致しますので、協

力頂きますよう宜しくお願い致します 

 

協議会がありますので会長の時間は終わります。 
 

 

 

 

 

◆ロータリー手帳を使用される方は事務局までご連絡

下さい。 

 

【ポスティング】 

◆次第  

◆週報 

◆歓迎会のお知らせ 

◆やろう会のお知らせ 

 

◆花巻南ＲＣ交流会収支報告 

◆第4回期前理事会、会員増強委員会議事録 

◆2019-20委員会一覧 

◆ガバナー月信 

◆地区大会報告書 

 

【回覧】 

◆ 

 

 

古川 毅 会長 

2019年6月11日発行 

  
 

例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                  : 会    長 / 古川 毅    幹 事 / 松川 建治   

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 幹事 会長の時間 



【クラブ管理運営部門】 
 

◆出席委員会 道岸委員長  

 出席はロータリーの原点です。今年度

は87.39％です。来年はさらに上げて頂け

たらと思います。 

 

 

◆クラブ会報委員会 吉岡委員（委員長代理） 

 メンバーが一致団結して、全てを自分た

ちの手で行うという挑戦を行ってきました。    

活動計画書作成の様子など、日々感動で

す。次年度も良いものができそうなのでご

期待ください。 

ＨＰ等にもアップされておりますので会員増強の際に使用

される資料、将来のプログラム作成の際などに役に立てて

頂ければと思います。 

 

◆親睦・ロータリー家族委員会 吉岡委員

長 

 予定通り行いました。（野郎会、Xmasか

家族会、早春家族会）卓話ではムラサキス

ポーツの方に来ていただきました。令和の

記念写真を配布いたしました。 

 

◆会員選考委員会 眞鍋委員長 

 増強のバックアップです。4名増に感謝

です。 

 

 

◆会員増強委員会 増委員長 

 退会されたロータリアンのご子息や家族

などの調査が一通り終わりました4名増強

で 

2名の退会です。次年度に引き継ぎたいと

思います。 

 

◆プログラム委員会 佐々木委員長 

 会長の方針に沿ったプログラムを作成いたしました。予

算以内で予定通りです。。 

 

 

◆公共イメージ・雑誌委員会 中戸川副

委員長（委員長代理） 

 思うように活動できませんでした。 

 

◆スマイル委員会 長谷川委員長 

 順調です。次年度も皆様にご協力いただき少しでも多く

のスマイルお願い致します。 

 

◆職業分類委員会 伊藤健司委員長 

 増強にプラスになる委員会です。こんな

人、こんな仲間がいたら嬉しいなあという

皆様からの情報もお寄せいただけたらと

思います。今年度は３つの分野が増えま

した。 

 

 

◆クラブ研修委員会 宮東委員長 

 新会員や活性化がクラブの要です。

もう少し頑張れたらと思います。次年度

は頑張ります 

 

 

 

【奉仕プロジェクト部門】 
 

●職業奉仕 本田委員長 

 

例会で元気に顔を合わせるというこ

と、これがまず職業奉仕の根本で

す。 

原因不明の背中の痛みを川本院長に

診ていただいたら、痛みが消えまし

た。 

何かあったという時に、お役に立てる。 

そのような思いで日々やるということが職業奉仕の根

幹です。 

 

 

 

●社会奉仕 相原委員長 

 

小学校への図書の寄贈、産業フェア

ではポリオ撲滅運動（大和シル

フィードも参加）、 

そして献血活動等を行いました。 

小学生対象の絵画コンクールも企画

中です。 

次年度は引地川の清掃活動を予定しております。 

大和ロータリークラブ週報 

第７回クラブ協議会「１年を終えて」 クラブ奉仕委員会 

 

●国際奉仕 長谷川委員長 

＜ロータリー財団＞ 松川健治委員長 

 現時点で、寄付額は年次基金が443,000円、ポ

リオが93,000円です。 

産業フェアでの寄付が35,401
円、交通事故撲滅大作戦での寄付

が3,521円でした。 

ロータリーカードは0.3％寄付さ

れ、一部はポリオに寄付されます

ので 

ぜひロータリーカードの作成をお願い致します。 

 

＜米山記念奨学＞ 戸張委員長 

 現時点で普通寄付が152,500
円、特別寄付が502,000円でし

た。 

来年度もよろしくお願い致しま

す。 

 

＜姉妹・友好クラブ＞ 長谷川委員長（委員長代

理） 

 台北七星RCにつきましては、4月
に7名が訪問いたしました。先方か

らは5月に8名ご訪問いただき、有意

義な交流を図りました。 

花巻南RCにつきましては、11月に訪

問いたしました。先方からは5月にご訪問いただき

ました。 

両クラブとも、より絆が深まったと思っておりま

す。 

 

●青少年奉仕 三浦委員長 

 社会奉仕委員会と合同で進めて

まいりました。 

図書の寄贈、産業フェアでの大和

シルフィードPR活動の協力、 

交通事故撲滅大作戦への参加等を

行いました。 

小学生を対象にした絵画コンクールも次年度に向

けて動き出しております。 

 

●ゴルフ同好会 小金澤会長 

 メンバーも高齢化してきており

ます。来期もぜひご参加お願い致

します。 

 

 

●カラオケ同好会 長谷川会長 

 今年度は１～２回しか行えませ

んでしたが、次年度は相原さんと

共に積極的に活動したいと思いま

す。 

 

 

●釣り同好会 石高会長 

 今年度は2年目でしたが、非常に多く活動しまし

た。 

船を貸し切って家族・子ども一緒

に釣りを楽しんでもらう機会を実

現したいです。 

 

 

 

 

 

●青少年交換学生 伊藤会員(委員

長代理） 

 6月8日に交換留学生の島巻さん

が無事帰国されたことをご報告い

たします。 

 

 

 

●60周年記念準備委員会 佐々木委員長 

 クラブの長期プロジェクトに

対するコンセンサスがまだとれ

ていません。 

次年度よりよろしくお願い致し

ます。 

 

ソングリーダー お祝いの方々 

お誕生日のお祝い/石高会員 例会司会 相原会員 指揮 上田会員 ご婦人のお誕生日/伊藤会員 

例会司会 


