
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月11日 32(8) 前々回 30 96.8 1  森川 

6月25日 32(8) 前回 26 86.7 4  籾山・石高・森川・田辺 

7月2日 32(8) 本日     

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

◆会長 古川毅会員／会員の皆さん１年間有難うご

ざいました。今日は皆さんにとってすばらしい1日で

ありますように！！ 

 

◆岡田安二会員／皆出席、在籍年数の祝いをしてい

ただき、感謝致します。それにしても44年よく続い

たものです。 

◆松川清会員／2019年度も最終会です。お世話にな

相なりました。来期もよろしくお願い致します。 

 

◆小金澤和夫会員／ロータリーの１年が今日で終わ

りました。会長 古川様、幹事 松川さん1年間お疲

れさまでした。又、会員の皆様にはたくさんのスマ

イルありがとうございました。スマイルボックス委

員会を代表して厚く御礼申し上げます。 

 

◆古木通夫会員／この一年、珍しく入院しなかった

ので、久しぶりの皆出席です。梅雨空で、草の延び

に追いつけません！ 

◆武田茂会員／皆出席祝いありがとうございます。

本田さん、原田さん、雨の中、ワンハーフのプレー

御苦労様でした。最後のハーフは、いくつ打ってい

たのか記憶にございません。 

 

◆増正之会員／古川会長、松川幹事、1年間御苦労様

でした。 

◆伊藤彦二会員／再入会して、今年も皆出席、在籍

年数を頂くことが出来たことは、元気だから出来た

ことだったと思います。来年も元気で出席したいと

思っています。 

◆冨岡弘文会員／古川会長、1年間お疲れさまでし

た。松川幹事も急なことでしたが、立派な代役ぶり

で、花岡さんも喜んでおられることと思います。皆

様、ＳＡＡに御協力頂きましてありがとうございま

した。 

◆松川健治会員／一年間が終わりました。会員の皆

様お世話になりました。 

◆本田誠一会員／先日は、花岡会員の入会祝いに家

内を同席させて頂きありがとうございます。女子会

に触れ、あれから何か変わった感じがします。おか

ずが一品増えたとか？家内が明るいと世の中が明る

くなった気がします。 

 

◆戸張美穂会員／本日は、お誕生日のお祝いをあり

がとうございます。皆様のこれからの１年も、又、

お幸せとお喜びにあふれた１年となりますように、

お祈りしております♡ 

◆花岡淳子会員／古川会長、松川幹事、お疲れさま

でした。花岡の途中降板で大変ご迷惑おかけしまし

たが、「自分がいなくても何の心配もなく、2人に任

せておける」と生前、花岡はよく申しておりまし

た。本当にお疲れさまでございました。 

  スマイルBOX     本日  \24,000  累計￥600,020 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    7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） 

    7月 23日（火） 12：30 2680    

6gat   7月 30日（火） 12：30 2681  会員卓話「地区財団セミナー」報告 

今 

後 

の 

情 

報 

委員会報告 

幹事 松川健治会員／規定審議会、第4回期前会長幹事会について 

次年度親睦委員会 戸張美穂委員長／本日、例会終了後、野郎会の打合せで委員会を行いたいのでよろ

しくお願致します。 

社会奉仕委員会 相原聰委員長／やまと児童絵画コンクール2019について 

第 2677 回 2019 年 6 月 25 日(火) 
司  会  /  SAA 冨岡弘文 君                
斉  唱 / 「それでこそロータリー」  Ｓ.Ｌ.  / 上田英信 君 

ゲ ス ト  /  ビジター  /  なし  

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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 皆さんこんにちは、今年度最終の会長の時間になりまし

た。 今日は、今年度会長の務めが最終になり、毎回行わ

れている第6グループの会長・幹事会について簡単に説明

します。 

例会では、耳にしていましたがあまり理解していませんでし

た。 私も会長になって会長・幹事会がなぜ実施されてい

るかその理由が理解できました。 

第2780地区は、第9グループで構成されていて大和ロータ

リークラブは、第6グループに所属しています。 第6グルー

プのグループリーダーは、中野ＡＧが担当され 2018・

2019年度の国際ロータリーバリー・ラシン会長方針「インス

ピレイションになろう」 第2780地区脇ガバナーの地区方針

など6月14日に行われた会長・幹事会でロータリアンとし

て、会長・幹事が力を合わせてクラブの要としてリーダー

シップを発揮してクラブ運営を推進するように依頼されまし

た。 

 第6グループの2018・2019の会長幹・事会は、期前の会

議は3回、当期では12回、通期では15回実施されました。 

開催時間は午後6時30分から8時30分を原則としていま

す。 

 地区ガバナー連絡事項や、その他の地区委員会決定事

項など報告があり、食事が用意され懇親会が行われまし

た。 参加費は、一人1万円。（欠席でも費用は徴収されま

す） その都度発生した余剰金は、地区役委員や地区委

員長に参加を願い勉強会や卓話を依頼してお礼の費用に

充てるそうです。 

 会長・幹事会の費用は、年間大和クラブで22万円の出費

になりました。最終の例会で２０万各地区内のグループに

よっては、会議費を低く抑えているグループもあるようで

す。 

今回会長を務めることになり、会議の趣旨が理解できたよう

です。 ガバナー補佐による会長・幹事会は、各クラブが、

今年度のＲＩ会長、地区ガバナー方針を、各クラブの会長・

幹事が主体となってクラブの会員の皆さんへ伝えて力を合

わせて悔いのない奉仕活動が行われるように実施して行き

たいとの願いが込められています。 

 会長・幹事会の会場は各クラブの近辺で行われます。 

 最終の会場は、厚木飯山温泉・元湯旅館で行われまし

た。 脇ガバナー、退会した中野ＡＧ，生駒ＡＧ、松下ＡＧ

が参加され各クラブの会長・幹事との新たな絆が生まれ、

楽しく行われしました。 

 会長・幹事会の会費余剰金が20万円発生し残金につい

ては、各クラブに２万円返金されました。２万円は事務局

へ返金しました。 

 松川健治 幹事 
 

・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。・例会終了後、理事会があります。 

【ポスティング】 

・次第・週報・2019年規定審議会クラブと地区に関す

る重要な変更 ※皆様にポスティングさせていただい

てよろしいでしょうか。 
・第4回期前理事会/会員増強委員会議事録 

・花岡会員歓迎会収支報告（出席者のみ） 

【回覧】       

・第15回日韓親善会議参加登録のお願い 

・米山梅吉記念館創立50周年記念式典開催について・

台北七星、相模原南ＲＣ週報 

・the rotarian・レンブラントホテル海老名よりご案

内・アムダ、住友生命のご案内 

 

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】 

会長の時間 

幹事報告 



古川毅 会長 
今年度の会長の時間も今日で終

了します。 

1年を終えることが出来ました。 会

員の皆さん有難う御座いました。 

 2018~2019度ＲＩ会長バリーラシン

氏のテーマは「インスピレーション

になろう」でした。私の目標はバリーラシン氏の方針に沿っ

てクラブ運営を実施てきました。 

 方針項目には「会員全員参加による楽しい例会にしよう」

を掲げ例会場では、クラブ会員がお互いの交流を深めて

奉仕について語り合う場を目指してきましたが思う通りに

実施できませんでした。 

 会員の減少に伴いクラブ運営経費にも問題があり花岡

幹事と打ち合わせを重ねて来ました。 

運営経費の削減を進めるには、事務局とクラブ会報委員

会やプログラム委員会の委員の皆さんの協力が必要で『Ｏ

Ａ機器』を活用してクラブ計画書、会報その他資料等を手

作りで作成して、クラブ運営経費の削減に取り組まれなけ

ればなりませんでした。会員の皆さんの努力と協力で運営

経費を大幅に削減することが出来ました。 

 

 方針項目には「会員の増強を実施して活性化を図る」 8

月度は会員増強月間でした。会員増強・維持委員会の増

委員長による第1回クラブフォ―ラムが行われた。 これか

らの会員増強への取り組みは「例会の開始日、開催時

間、会費」等柔軟に取り組む事をテーマに会員が入会し

易い環境作りを目標に委員の皆さんが活動されて今年度

の新会員入会は、男性会員3名、女性会員1名の入会が

あった。 

 新会員入会 

   上田会員 川本会員 原田会員  花岡会員 

 退会会員 

   馬郡会員(人事異動) 花岡会員(2019.5.10 逝去) 

 会員増強・維持委員会の委員の皆さんやクラブの会員

の皆さんの協力によって4名の新会員の入会を達成するこ

とが出来ました。 新会員の入会はクラブの活性化の要で

あり次年度へ繋げて頂きたいと思います。 

 

 方針項目には「地域社会に密着した奉仕活動を実施し

よう」を掲げ地域社会の皆さんと「思いやる心で、触れ合い

を生かす」を委員会の皆さんと活動してきました。 

地区での奉仕活動では、11月２８日、社会奉仕委員会・青

少年委員会合同の大和市図書寄贈事業の実施をした。

大和市長から感謝状授与式が行われ市長からは、幼年期

における読書必要性、今後とも「読書」を街つくりの柱にし

たいと力強い話が印象的でした。 教育長からは、ロータ

リークラブが継続的に奉仕活動を実施されていることを感

謝の言葉を述べられていた。 クラブからは、会長を含め

相原社会奉仕委員長、三浦青少年奉仕委員長、伊藤クラ

ブ奉仕委員長が出席した。 

  １２月９日、大和中ロータリークラブ共催による大和自動

車教習所で「交通事故撲滅大作戦」を実施した。 交通事

故は減少傾向にあるが、高齢者や子供が関係する事故は

多く大和自動車学校が地元の各団体と力を合わせて奉仕

活動行い大和市内の高齢者、子供を中心に広い層を対

象に３，５００名を目標に奉仕活動を実施した。 

大和クラブからは「寒いけれど、みんなでやれば楽しいよ」

を合言葉に17名の会員が参加した。 

 

 親睦委員会による恒例のクリスマス家族会を12月
16日に横浜うかい亭で実施した。日頃は奥様や家族

の皆様、ご友人の皆様にもロータリー活動に深いご理

解と協力を頂き感謝の気持ちを込めておもてなしを致

しております。お客様には、第2780地区中野ＡＧ，

米海軍厚木航空施設司令官ロイド・マック大佐夫妻を

含め76名の皆さんが参加されそれぞれの催しを披露

され楽しい時間を過ごすことが出来ました。最後には

恒例の手に手つないで・・・ 䭾岡親睦委員長はじめ

親睦委員の皆さん有難うございました。 

２月23日 第２６６５回例会は、家族友人を含めた

小田原バス旅行を実施した。晴天に恵まれ曽我梅林、

金井酒造見学、朝ドレファミーで買い物、天丼がとて

も美味しい「だるま」で昼食、26名の参加があり楽

しい例会を過ごす事が出来ました。 

地区の行事では、１０月１４日地区大会が茅ケ崎湘南

ロータリークラブ、 ホストクラブが鎌倉、茅ケ崎の

地で盛大に開催された。 

長寿表彰 道岸会員、松川会員が受賞した。 

財団表彰 宮東会員が受賞した。 

 

 ２月１９日インター・シティミー・ティングが厚木

県央ロータリークラブ、ホストクラブがレンブラント

ホテル厚木で開催された。今年度は４市、１０クラブ

で「わがクラブが取り組む地域貢献事業」の発表があ

り、厚木中ロータリークラブが優勝され賞金２０万円

を獲得した。大親睦会では、親睦と友情、各クラブと

の交流の絆を深めた。 

 

 新クラブとの交流では、１０月２０日、本厚木ロー

タリークラブ国際ロータリー加盟認証伝達式がレンブ

ランドホテル厚木で実施されチャーターナイトへ出席

した。 

 ４月１４日、相模原かめりあロータリークラブ国際

ロータリー加盟認証伝達式がホテルセンチュリー相模

大野で実施されチャーターナイトへ出席した。 

会長年度で新しく誕生した、２クラブのチャーターナ

イトへ参加できました事は、大変光栄でした。以上 

大和ロータリークラブ週報 

会長・幹事挨拶「１年を終えて」  

松川健治 幹事 
 古川会長、花岡幹事、一年間

お疲れさまでした。 
そして、古川会長のご家族、や

会社の皆様、花岡幹事のご家

族、動物病院の皆様 
ロータリー活動にご協力、ご理

解頂き一年間ありがとうございました。 
 
新会員が4名入会致しました。感謝をお伝えいたしま

す。 
上田会員、川本会員、原田会員、花岡淳子会員。お

めでとうございます。これからも宜しくお願い致し

ます。 
 
そして、古川年度より活動計画書を大和ＲＣで作成

し経費の削減できました。その時に花岡幹事のマ

ジックのようです、驚いた花岡幹事の姿が思い出さ

れます。 
 
会報委員会の皆様隊への疲れさまでした。 
 
 花岡幹事の後を数か月幹事となっただけですの

で、古川会長、花岡幹事の築き上げていただいたと

ころに顔を出しただけです。 
ただこの数か月ですが古川会長には例会、会長幹事

会の際にはフォローして頂き、大変勉強になり、感

謝申し上げます。ありがとうございました。次年度

は直前会長としてお世話になります宜しくお願い致

します。 
 
花岡幹事から会長幹事会の代理願いを受け緊張しま

したが、今になると経験しておいてよかったと思っ

ています。幹事に命をかけて貫かれた花岡幹事の姿

に胸を打たれたロータリアンは大和ＲＣはじめ数多

くいるでしょう。その姿、姿勢、かっこよかったで

す。 
花岡先生次年度からも何かあった際には花岡先生宜

しくお願い致します。 
幹事大変お疲れさまでした。 
 
会員の皆様一年間、私は数か月ですが、お世話にな

りました。何とか何となく程度ですが 
幹事を務めることが出来たかなと思います。ありが

とうございました。 

ソングリーダー 

皆出席のお祝い 

岡田会員42年、松川清会員30年、

古木会員30年、武田会員27年、伊

藤彦二会員19年、伊藤健司会員6
年、 

ＳＡＡ 冨岡会員 指揮 上田会員 

ご本人のお誕生日/戸張会員  
ご婦人のお誕生日/武田会員 

例会司会 

スマイルＢＯＸ 

委員会報告 

ポールハリスフェロー受賞披露 

佐々木会員/７回目、伊藤彦二会委員/

３回目、松川健治会員/１回目 

在籍年数のお祝い 

岡田会員44年、松川清会員37年、

小金澤会員36年、古木会員36年、

武田会員 31年、伊藤彦二会員 19
年、伊藤健司会員11年、石高会員

７年、森川会員１３年 

親睦委員会/戸張会員 

スマイル 小金澤会員 

お誕生日のお祝い 

 

社会奉仕委員会/

相原会員 


