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＜やろう会＞開催しました 7月2日（火）大和ｽｶｲﾋﾞﾙ5F「香月」にて
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【大和ロータリークラブ活動方針：

スマイルBOX

本日

◆◆座間ＲＣ 会長 鈴木義隆様／伊藤会長
をはじめ大和クラブの皆様に常日頃大変お世
話になっております。本日は例会におじゃま
します。どうぞ宜しくお願い致します。
◆座間ＲＣ 幹事 樋田一徳様／大和クラブ
の皆様こんにちは。本日は宜しくお願い致し
ます。
◆大和中ＲＣ 会長 辻彰彦様、幹事 富澤
克司様／伝統と実績ある大和ロータリークラ
ブへ、本日、私（辻）と幹事（富澤）で、ご
挨拶に参上いたしました。親子のご縁を大切
に、永長くかわいがっていただきたく、よろ
しくお願い申し上げます。
◆大和田園ＲＣ 会長 小林貢様／皆様こん
にちは。年度初めに当たりご挨拶にお伺いし
ました。一年間ご指導の程よろしくお願い致
します。
◆大和田園ＲＣ 幹事 樋田修様／初めて、
大和ＲＣにお伺いさせていただきました。ク
ラブが違うと同じ例会場なのに違いますね。1
年間、宜しくお願い致します。
◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会
員／①3クラブの会長幹事様ようこそいらっ
しゃいました。又、昨日の会長幹事会、夜遅
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\25,000

累計￥59,000

くまで御苦労様でした。②7
月2日の野郎会では30数名の
会員、奥様が集い、古川直前
会長の労を労う本当に親睦委
員会の皆様御苦労様。③植松
朗代様、ようこそ大和ロータ
リーへ。
◆古木通夫会員／早く夏らし
スマイルBOX
くならないかな～。雨で草が
増 委員
増えほうだい！草に負けそう
です。
◆増正之会員／1、座間ＲＣ 会長 鈴木義隆
様、幹事 樋田一徳様、大和中ＲＣ 会長
辻彰彦様、幹事 富澤克司様、大和田園ＲＣ
会長 小林貢様、幹事 樋田修様、今年度よ
ろしくお願い致します。
2、植松朗代様、こんな事をしています、よろ
しく。
◆冨岡弘文会員／座間ＲＣ、大和中ＲＣ、大
和田園ＲＣの会長幹事様、本日はありがとう
ございます。植松朗代様、本日はようこそお
いで頂きました。今日はちょっと堅い例会で
すが、楽しんで頂けたらと思います。

日付

時間

回数

7月 30日（火）

12：30

2681

会員卓話「地区財団セミナー報告」

8月

12：30

2682

会員卓話

6日（火）

8月 13日（火）
8月 20日（火）

例会日

会員数

7月 2日

31(7)

7月 9日
7月 23日

プログラム内容

取り止め例会（祝日週）
12：30

2683

第２回クラブ協議会「ガバナー公式訪問に備えて」

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々回

28

90.32

3

森川、田辺、石井

31(7)

前回

23

82.14

5

本田、森川、田辺、上田、原田

31(7)

本日
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知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】

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
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会長の時間

2019 年 7 月 9 日(火)

SAA 武田 茂 君
「四つのテスト」
Ｓ.Ｌ. / 戸張 美穂 君
植松 朗代様
座間 RC 会長 鈴木 義隆 様、座間 RC 幹事 樋田 一徳 様
大和中 RC 会長 辻 彰彦 様、大和中 RC 幹事 富澤 克司 様
大和田園 RC 会長 小林 貢 様、大和田園 RC 幹事 樋田 修 様

伊藤 彦二

会長

先日、私は長崎空港からハウス
テンボス付近の「無窮洞」を見学
し て ま い り ま し た。 こ の「無 窮
洞」は太平洋戦争中に旧宮村国
民学校の防空壕として掘られま
した。 当時の校長の発案で、昭
和18年から昭和20年8月15日の
終戦の日まで掘り続けられまし
た。 掘ったのは先生に指導さ
れた高等部(現在の中学)の生徒たちでした。 男子がツ
ルハシなどで堀り、女子が整形を、下級生が運び出しを
担当しました。
「無窮」とは限りなく無限という意味です。
佐世保に済んでいる人にもあまり知られておらず知る
人ぞ知る遺構です。ただ単に戦争遺跡としてとらえるの
ではなく地域の人々が総力で作り上げ保存管理してい
るこの大きな財産を受け継ぎ守り、後世に伝える義務が
あるとして、佐世保南ロータリークラブがこの計画にいた
りました。
どうしてここを見学したかと申し上げますと、佐世保南
ロータリークラブ会長矢次保夫様にいろいろ尋ねたとこ
ろ「無窮洞平和の鐘を寄贈するに至った経緯」について
話があり、『第2740地区へ地区補助金を申請する事でよ

り大きな事業が出来ると考え、地区補助金プロジェクトと
する事で、実際クラブは２／３程度の費用で行えまし
た。』との事でした。

幹事報告

松川 健治

幹事

・出席免除申請書を提出される
方は、お申し出ください。
・会費の納入をお願いします。
・7月16日の例会は取止め例会
です。
【ポスティング】・次第
・週報 ・第1回理事会議事録
・ガバナー月信 ・やまと児童絵画コンクールポス
ター ・7月度プログラム ・花岡さんを偲んで
【回覧】・2017-18年度地区報告書 ・PAL（パル）
・社会福祉協議会より特別会員加入のお知らせ
・タウンニュース

委員会報告
会報委員会 冨岡弘文会員／花岡会
員追悼特別号の原稿募集について

大和ロータリークラブ週報

第1回クラブ協議会

「クラブ年度計画発表」

＜伊藤彦二 会長より＞
初めに、皆様に「クラブ協議会」
と「クラブフォーラム」の違いにつ
いて説明します。
「クラブ協議会」はクラブのプログ
ラムと活動について協議するた
めに開かれるクラブ役員・理事・
委員会委員長の会合であるが、
クラブの他の会員も出席を要請
されます。 年度中4～6回のクラブ協議会を開催する事
が推奨されています。
1. 地区研修協議会の直後(会長エレクトが主催する)
2. 7月1日後、年度計画について話し合い、年度計画を
採択する。
3. ガバナー公式訪問の2週間前に開催する
4. ガバナー公式クラブ訪問中、ガバナー補佐と地区ガ
バナーとクラブの現況を話し合う。
5. ロータリー年度の半ば、目標への進展状況報告と年
度後半のクラブプログラムの決定
6. 地区大会の後、クラブ計画を完了するためのアイディ
アや提案について話し合う。
クラブ協議会では奉仕プロジェクトや活動、会員増強、退
会防止、地区大会の他、他の会合への出席などについ
て話し合い、また会員の教育の場として、会員の奉仕活
動への関心を喚起することを目的としている。

員会があります。
まず、クラブ会報委員会は委員会の委員だけで実行して
います。

の、ロータリーが提唱する 奉仕クラブです。
3、大和市こども会育成連絡協議会は、昭和36年6月に創

＜国際奉仕 眞鍋委員長＞（代読：冨岡副委員長）

ことをしているのか、大和市内のこども 会活動のお手伝
い（親が出きないこと）企画、実行（遊びいろいろ、）

新たに、川本さんに参加いただき、8名の委員でやってい
きます。本職以外に、結構な作業量ですが、よろしくお願
いいたします。

クラブ活動計画書に記載しました

5、予算①は、10万円、②は¥10万円③は、5万円

ように、当委員会は財団•米山•姉
妹友好の 三つの委員会が円滑

＜会長エレクト 冨岡会員＞

一方、会員増強委員会ですが、会員増強をするのは、会
員の皆様全員です。そのために、会員増強委員会では、
仕組みや計画を作っていきます。
できれば、ガバナー公式訪問で何らかの報告ができれば
と思っております。会員増強委員会の計画に従い、皆様
のご協力をお願いいたします。

に活動できるように支えることが主

会報委員会は、昨年に引き続き、計画書の作成および週
報の作成を行います。

4、ありんこは、1982年（昭和57年）に創立こども会を卒業
した。18歳から30歳までの人達で運営しています。どんな

務と思います。

・「内規委員会」ＩＲ規定審議会の
発表を踏まえ て、内規委員会を

今年度会長方針により、米山•財
団の両委員会の集金方法が従来

10月上旬に発足します。定款・細
則についてＲＩとの整合性を確認
することも重要ですが、クラブの内

＜職業奉仕 伊藤健司委員長＞（代読：道岸会員）

と異なりました。会長の意思を汲
みながらも、永年の我がクラブの伝統の灯も消さないよう

大和ＲＣの会員一人一人が「ゴミ

に財団•米山両委員会の主旨を会員全員が、理解して、
気持ちよく浄財をご提供して下さるようにとの方策を担当

問題」の解決策について取り組
んで行きたいと思います。特に

委員長さんたちと話し合おうと思います。

大和市内での取り組みです。そ

姉妹友好クラブ委員会は、歴史あるクラブとして、従来の

・「60周年実行委員会」 12月に会長ノミニーが選出され
たら、会長ノミニーを中心に委員会を発足します。

してＲＩ本年度テーマの「ロータ
リーは世界をつなぐ」を旗印にプ

活動状況は第6グルーブの中でも突出して他に誇れる活
動をしていたと自負しています。今年は、さらに飛躍でき

・「Ｉ・Ｍ実行委員会」 2020年2月9日以降、出来るだけ早

ラごみ対策が実行できればとい
う事です。

るメンバーを委員長以下にそろえました。これらの担当委
員の皆様の努力に、全会員が暖かくご協力くださいます

＜社会奉仕 相原委員長＞

よう、お願いします。花卷や台北に初参加の方の御参加
を特に切望します。

さて、本日は「クラブ協議会」です。 クラブ活動計画書に
基づき、各担当委員長から「本年度計画」を発表していた
だきます。
本来、クラブ協議会は例会の中で行ってはならない事に
なっていますので早めに点鐘し、協議会に時間を取りた
いと思います、少々の延長をお許し下さい。

社会奉仕により地域社会とのさら
なるつながりを生むように活動方
針を整えました。

委員会の委員で実行するものと、
会員の皆様全員が実行できるよう
に、仕組みや計画を作るための委

4） 他の奉仕プロジェクトの協働

立しました。

今年度の国際ロータリーのテー
マは「ロータリーは世界をつなぐ」
です。ベーシックなテーマであり
ます。

クラブ奉仕委員会には、１１の委員
会があります。

2、ローターアクト、18歳から3 0歳までの青年男女のため

2年目の委員長をつとめさせて頂きます。昨年度の内容
から向上する奉仕活動になるべくご協力お願いいたしま
す。

一方、「クラブフォーラム」はクラブ奉仕、職業奉仕、社会
奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の中から問題を取り上げ、
その実施・推進について全会員が討論して進路を見出そ
うとする公式会合である。

＜クラブ奉仕 吉岡委員長＞

掃活動

今年度は例年の活動をより地域
の顔をつなぐ方向で発展したいと思います。

規を現在の実情に即したものに
見直す作業もこの機会に行って
参ります。

めに私が中心になり、委員会を発足します。今年度の保
田ガバナー補佐は、大がかりではないミーティングを目指
しておられると聞きます。
我々のときにも、シンプルなＩＭが続けられればと願いま

＜青少年奉仕 増委員長＞

す。

今年度実施する事業は3ッありま

＜最後に 伊藤彦二会長より＞

す。
①社会奉仕委員会と連動し創立6
0周年に向けて、大和市内の小学
校の絵画コンクー ルの企画と実
施

また例年の社会奉仕活動を継続していきながら受け手に
心地よい奉仕をクラブの英知を結集して創造していきま
す。

②大和自動車学校、大和中ロータリークラブと協賛で交
通事故撲 滅大作戦実施

1） 大和市内の小学校の絵画コンクールの企画と実施。
クラブ全体で推進してゆきます。ご協力おねがいいたしま
す。

③サークル、ありんこ、への助成 ロータリークラブの青少
年育成の制度

2） 献血事業（イオンモール前）

1、インターアタト、12歳から18歳までの青少年のための

3） 過去の社会奉仕実績である引地川、引地台公園の清

国際ロータリーの奉仕クラ ブです。

本来、クラブ協議会は例会の中で
行っていいけないことになってい
ます。
実際には、多くのクラブが例会で
協議会を開いているのだと思いま
す。
今年度は、クラブ協議会の発表方
法を変えています。
本日の第1回目は、理事役員の方々に発表して頂きまし
た。
今後、会員の皆さんが情報を共有し、行動を起こすため
の繋がりを気づいていくためにクラブ協議会の機会を多く
用意して参ります。

