
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月 25日 32(8) 前々回 26 86.7 4  籾山、石髙、森川、田辺 

7月 2日 31(7) 前回 28 90.32 3  森川、田辺、石井 

7月 9日 31(7) 本日     

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

◆ＲＩ 第２７８０地区 第６Ｇ ガバナー補佐 

保田嘉雄様／本年度ガバナー補佐をおおせつかって

おります保田です。年度初めのごあいさつにまいり

ました。一年間いろいろとお世話になりますがよろ

しくお願いいたします。 

◆会長 伊藤彦二会員・幹事 松川健治会員／短い

ようで長い一年が今日から始まりました。皆様のご

協力お願い致します。 

◆道岸唯一会員／今日から新年度に入ります。会長

幹事１年間御苦労様です。私も老いて一年間御世話

になります。よろしく。 

◆佐々木和夫会員／伊藤会長、松川幹事、本年度よ

ろしくお願いします。また本年度ガバナー補佐保田

様ようこそいらっしゃいました。 

◆松川清会員／令和1年度伊藤会長、幹事 健治の

スタートです。御健闘お祈りいたします。 

◆小金澤和夫会員／今日から、伊藤会長、松川幹事

のスタートの鐘がなりました。1年間宜しくお願い

します。また、私も引き続きスマイル委員会になり

ましたので、今年度も皆様のスマイルを、お待ちし

ております。 

◆古木通夫会員／古川さん、一年間ありがとうござ

いました。松川さん、ピンチヒッターから、もう一

年よろしく。伊藤さん、あんまりハリキリすぎない

で、体に気を付けて下さい！ 

◆長谷川衛会員／伊藤、松川丸の船出を祝って一年

間頑張ってやって下さい。 

◆中戸川公明会員／伊藤会長 松川幹事 本年度宜

しくお願いします。 

◆増正之会員／伊藤彦二会長、松川健治幹事、大変

でしょうが、よろしくお願い致します。 

◆冨岡弘文会員／島巻風花さん、台湾留学、おつか

れさまでした。良い経験ができたと思います。 

 伊藤会長、松川幹事、一年間よろしくお願い致し

ます。私もかなり緊張してきました。 

◆伊藤健司会員／伊藤彦二丸の船出を祝してスマイ

ルします。素晴らしい一年になりますように！ 

◆本田誠一会員／新年度 第１回目のスタート、新

鮮な感じです。我社も今月創業61年に向かってさら

に地域発展に貢献してゆく所存です。ロータリーメ

ンバーの皆様には今迄以上に御指導賜りたいと思い

ます。 

◆石髙誠一会員／新年度の始まりです。伊藤会長、

松川幹事、1年間よろしくお願いします。 

◆戸張美穂会員／昨年度は、古川前会長、花岡前幹

事、松川前幹事、大変おつかれ様でございました。

いよいよ新年度のスタートです。伊藤会長、松川幹

事、1年間よろしくお願い致します。これからの1年

間のロータリー活動を楽しみに致しながら出来る限

りのご協力をしてまいりたいと思います！！ 

◆花岡淳子会員／納骨を無事終えました。私からの

最後のプレゼントとなった新居（仏壇）で大和ロー

タリークラブを見守っている事でしょう。 

  スマイルBOX     本日  \34,000  累計￥34,000 

年度初めの乾杯のご発声 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

会長・幹事交代式 

委員会報告 

交換留学生カウンセラー 冨岡弘文会員／大和クラブより台湾へ交換留学生として派遣された島巻風花（しまま

き ふうか）さんが帰国され、本日例会にこられました。今日のお茶は風花さんの台湾からのお土産です。 

社会奉仕委員会 相原聰委員長／第1回やまと児童絵画コンクールについて 

    7月 16日（火）    取り止め例会（祝祭日週） 

  7月 23日（火） 12：30 2680  会員卓話 

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

    8月  6日（火） 12：30 2682  会員卓話 

今 

後 

の 

情 

報 

古川毅 直前会長 襷・ハンマーの引き継ぎおよび記念品の贈呈 

第 2678回 2019年 7 月 2 日(火) 
司  会  /  SAA 武田 茂 君                
斉  唱 / 「君が代」「四つのテスト」   Ｓ.Ｌ.  / 戸張 美穂 君 

ゲ ス ト  /  青少年交換学生 島巻風花様 

ビジター  /  第２７８０地区 第６Ｇ ガバナー補佐 保田嘉雄様（大和田園 RC） 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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 会員の皆様、2019

～ 2020 年 度、会 長

に就任致しました伊

藤 彦 二 で す。伊 藤

丸の船出です。ここ

で、理事役員をご紹

介致します。 

 

＜理事＞  

クラブ奉仕  

吉岡義一会員、 

職業奉仕  

伊藤健司会員、 

社会奉仕  相原聰

会員、国際奉仕 真鍋藤正会員、 

青少年奉仕 増正之会員 

＜役員＞ 

会長 伊藤彦二会員、副会長 本田誠一会員 

幹事 松川健治会員、会長エレクト 冨岡弘文会員 

副幹事 三浦高義会員、会計 佐々木和夫会員 

会場監督（ＳＡＡ）武田茂会員 

直前会長 古川毅会員 

以上のメンバーです。 

皆様、一年間宜しくお願い致します。 

 

◆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。  

◆出席免除申請書を提

出されるかたは、お申し

出ください。  

◆ロータリーレートは 

１ドル108円 

 

  

【ポスティング】 

◆次第 

◆週報 

◆第13回理事会議事録 

◆会費納入のご案内 

◆クラブ活動計画書 

◆会員名簿 

◆ロータリーの友 

   

【回覧】 

◆住友生命のご案内 

伊藤 彦二 会長 

2019年7月9日発行 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 冨岡 弘文  副幹事 / 三浦 高義 

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： 知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】 

幹事報告 松川健治 幹事 会長の時間 



伊藤彦二 会長 

 会員の皆様にご挨拶申し上げます。今年度会長に就任致

しました伊藤彦二です。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。前年度の古川会長、一年間ご苦労様でした。そして、

ロータリーに尽力された花岡幹事は今年５月に永眠されま

した。とても悲しい出来事でした。この辛い時を古川会長

の下、理事役員が一丸となり任務を果たされました。天国

で花岡会員は古川年度が無事に終わり、安心していること

と思います。 

 私は９年前に体調をくずし、大和ロータリークラブを退

会致しました。そして、３年前に再び入会致しました。ま

さか、再入会して３年目の私に会長職が回ってくるとは思

いませんでした。伝統ある大和ロータリークラブに恥じな

いように行動していくつもりです。幹事の松川健治会員を

はじめ全理事役員のご協力をいただいて「楽しいロータ

リークラブ活動」をしていきたいと考えております。 

 今年度RI会長マーク・ダニエル氏の方針は「ロータリー

は世界をつなぐ」です。114年の歴史の中でロータリーは

多くの人に多くの意味を掲げてきました。会員はロータ

リーを通じて友人となり、地域社会と繋がり、目的意識が

生まれ、人々との絆を育み、多面にわたりキャリアを築

き、他では味わえない貴重な経験を積んできました。又、

ロータリーの初期から人類への奉仕はロータリーの礎であ

り、主な存在理由であるといわれています。今の世界で、

意義ある奉仕を行う最善の道はロータリーの会員であるこ

とを、私は強く思っています。ロータリーほど優位な立場

にある団体は無いと思います。 

 さて、次に、第2780地区ガバナー杉岡芳樹氏は、RIの方

針に沿って地区の実情を踏まえ今年度は全力を尽くしたい

と言っておられます。「一クラブ一奉仕プロジェクト」を

掲げておられます。 

杉岡ガバナーはロータリービジョン声明は「私達ロータリ

アンは世界で地域社会で、そして、自分自身の中で持続可

能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動す

る世界を目指しています。」と公表されました。私達ロー

タリアンは行動人です。世界を地域社会をよりよく変えた

いという願望があります。ロータリーの奉仕を通じて有能

な人々が手を取り合い行動を起こすための繋がりを築いて

いきましょう。 

地域内クラブでは、それぞれがクラブとしての奉仕プロ

ジェクトを現在も実施あるいは、準備しているはずです。

しかし、あえて「一クラブ一奉仕プロジェクト」を提案さ

せて頂きます。新しいロータリー戦略計画では、世界各地

でより良い地域社会作りを行う定評のあるダイナミックな

団体としてのロータリークラブが評価されています。今ま

で以上にクラブとして持続可能な地域プロジェクトをする

ことが推奨されています。新しいアイデア、地域社会のよ

り広い世代支援を必要とする人たちを、巻き込み繋がり合

うことの出来る新たな地域社会奉仕プロジェクトを企画・

立案・実行・または、継続していく。奉仕プロジェクトの

視点を変えて見直すことはど

うでしょう。地域社会からよ

り認知され、元気なクラブ造

りに繋がると信じています。 

1.RI会長テーマ及び協調事項

の推進 

2.RIロータリー賞への積極的

なチャレンジ 

・ロータリー賞はクラブ活性

化の明確な指標となっている

クラブが指定された項目をクラブの計画書にあげ受賞資格

を得る活動が成されるよう奨励する。 

3.新しいRI戦略計画の推進 

・より大きなインパクトをもたらす・参加者の基盤を広げ

る・参加者の積極的なかかわりを促す・適応性を高める 

4.会員増強/会員維持/クラブ拡大 

・女性会員や40歳未満の会員の入会又はロータアクトの入

会を促す・各クラブ2名以上の純増を・現会員の維持・新

クラブ（衛星クラブを含む）の拡大 

5.新世代育成の推進 

・インターアクトクラブへの支援及び協力の強化又、ロー

タリー賞受賞に向けて指定された項目をクラブで実行する

よう奨励する。 

6.地区ビジョン及びクラブビジョンの策定の推進 

7.奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付 

・恒久基金1000ドル以上/1クラブ・年次寄付200ドル以上/1名・

ポリオ寄付40ドル以上/1名 

8.米山奨学生会寄付  ・20,000円以上/1名 

9.公共イメージ向上に向けて 

・ロータリーの認識を高め「世界を変える行動人」キャンペーン

を促進する。 

次に、大和ＲＣのスケジュールについてお話をさせてください。 

●定款催促委員会の発足 2019年10月中旬 

●花巻南ロータリークラブ表敬訪問 2019年10月下旬 

●大和ロータリークラブ60周年準備委員会の発足 2019年12

月下旬 

●4クラブ合同夜間例会 2020年1月14日（大和・座間・大和中・

田園（RC）） 

大和ロータリークラブ週報 

本日の卓話  「新年度を迎えて」 

松川健治 幹事 
 

 
2019-2020年度幹事のお声がけを頂き幹事となりまし

た。松川と申します。 
古川前会長、花岡前幹事一年間お疲れさまでした。 

第58代大和ＲＣ会長伊藤彦二年度の幹事として皆様に一
年間お世話になります。会長方針に沿って会長をサポート
しながら、クラブの窓口になり、楽しむロータリー活動を
送りたいと思います、宜しくお願い致します。 

 
今年度のロータリーのテーマ「ロータリーは世界をつな
ぐ」です。 

今年度ＲＩ会長マローニ―さんは計画書にありますがお
伝えいたします「ロータリーにおけるつながりは独特であ
り、他に類を見ません。国際ロータリーには、地域社会と
のつながり、職業のネットワークを広げ、強くて末永い関
係構築ができる確固とした使命と構造があります。会員に
よる数多くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲滅活動
におけるロータリーのリーダーシップ、国連との協力など
を通じ、私たちはグローバルコミュニティとつながってい
ます。と述べています。大和ＲＣで言えば地域社会とのつ
ながりは交通事故撲滅大作戦、献血、図書寄贈があり、国
際的にはポリオ撲滅寄付呼び掛けがあります。 

そして近隣ＲＣ、花巻南ＲＣ、台北七星ＲＣグローバルグ
ランツによる花蓮新城小学校図書館除幕式に参加などのつ
ながりがありますので、この部分のつながりは今後も大事
にしていきたいと思っております。 

 
会長方針にもありますように会員増強でさらに新会員の入
会があればつながりはさらに増えることでしょう。 

今年度は1月14日には近隣4クラブの合同例会が予定されて
おりますので、つながる機会であり、つながりを深める機
会ですので楽しみましょう。九日には大和中、大和田園、
座間さんから表敬訪問がございます。 

ロータリーの幹事は執行部門代表、内閣総理大臣に例えら
れたりもしますが、実務上の権限と責任があり、そして会
員の皆様、事務局ＲＩ等をつなぐ窓口であります。幹事の
役割などを調べますと様々な役割や大和ＲＣの幹事との違
いがありますが、このあたりは会長や事務局と共に助け合
いながら臨機応変に努めていこうと思います。 

 
今年度の変更点：財団の寄付の集め方の変更（説明+レー
ト）、維持委員会、増強委員会と2つのグループ分けにな
り本腰で増強に取り組む姿勢の一つの表れだと思います。
増強には皆さんの気持ちがカギとなります。 
新会員の候補の前の段階で出来る限り新会員の情報を共有
し入会の際には温かくお迎えをしたいと思います。 

予算にスマイル補助金：前期2000円後期2000円追加され
ました。 
計画書巻末にはＲ賞も計画書に掲載しておりますので委員
長の皆さん、会員の方も読んでおいてください。今年度か
らの新事業社会奉仕、青少年奉仕の絵画コンクールがあり
ます。 

 
お願い：出席委員会の方には
ＩＭや地区大会が例会扱いと
なりますので出席の促しを宜
しくお願い致します。そして
ＥＣＬＵＢのメーキャップ方
法説明などお願い致します。
わかりづらい時などは会報委
員会の皆さんにお声がけを頂
ければと思います。 

クラブ研修の方には新会員の
サポートを紹介者の方と一緒
にお願い致します。 
各委員長の皆様には前期、後
期と各一回は委員会を開いて委員会の活動の充実を図って
ください。 

年度末には報告書の作成をお願い致しますので宜しくお願
い致します。 

お弁当が余らないようにするため欠席の際は基本的にご連
絡下さい。 

そして今年度の計画書も会員によって作成された計画書で
すので、フォーラム、半期を終えて、年度末には忘れず持
参お願い致します。Ｒ賞のページも加わりましたので確認
よろしくお願いいたします。大切にご使用ください。 

 
今年度の伊藤彦二号は1日より正式に動き出しました。
（会長：船体、幹事：船長）会員一人一人が楽しみなが
ら、決して無理せず楽しい船旅になるよう、決して沈没し
ないよう会員の皆様の（船員）の協力が不可欠です。たく
さんのゲストを迎え、ゲストの方に楽しい例会（船上パー
ティー）に参加して頂きぜひ船員になっていただけたらと
思います。 
６０周年はすぐそこに来ています。今年度はその第一歩に
なる。少しずつその意識を高めていきましょう。次年度は
ＩＭ、60周年にさらに一歩むけてと忙しくなりますが会員
の皆様と協力しながら、冨岡会員、幹事の三浦会員に橋渡
しをできるよう努め、微力ですが、力になりたいと思いま
す。 
わたしは、伊藤会長に手取り足取り教えて頂きながら歩ん
でいます。昔からの伝統の部分と新しい挑戦や皆さんの意
見をきちんと聞くという非常に姿勢に感銘しております。
ぜひ会員の皆さんからも会長に直して頂きたいところ何で
も遠慮なく仰って頂きたいとおもいますし、会長も望んで
いることだと思いますので活発な意見お願い致します。 
 
伊藤会長からロータリーに失敗はない、という言葉を受け
非常に楽になりました、反省はするけどもとらえ方で変わ
る。幹事という大役に挑戦し会長は大和ＲＣの今年度の象
徴ですので外に向けて十分輝いて頂ける様に、そして女房
役ではなく、執行責任者としてクラブの幹事を楽しみなが
ら会長をサポートしながら、３１名の会員の皆様に感謝し
ながら一年間歩みたいと思います。 

●2021年度Ｉ・Ｍ準備委員会発足 2020年2月中旬 

●台北七星ロータリークラブ表敬訪問 2020年4月中旬 

●座間ロータリークラブ創立50種年 2020年4月25日/大和RC

は親クラブでありますのでなるべく全員の参加をお願いします。 

大和ロータリークラブの会員数は31名です。内と外から積極的

に新しい珍しい情報を収集且つ編集し活動に反映させていき

たいと思います。会員の皆様のご協力や力強いお力添えを、お

願い申し上げます。 

これで新任の挨拶とさせて頂きます。ご清聴ありがとうございま

した。 


