
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

8月 6日 32(7) 前々回 25 83.33 5  本田 森川 田辺 上田 川本  

8月 20日 32(7) 前回 27 87.1 4  本田 森川 上田 植松  

8月 27日 32(7) 本日     

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

  スマイルBOX     本日  ¥10,000 累計 ¥107,000  

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    9月  3日（火） 12：30 2685  ガバナー公式訪問 第2780地区 杉岡芳樹ガバナー 

    9月  17日（火）    とりやめ例会 

    9月  24日（火） 12：30 2686  卓話「読んでますか？ロータリーの友」 

    9月 10日（火） 12：30 2686  会員卓話 

今 

後 

の 

情 

報 

親睦・ロータリー家族委員

会 戸張美穂委員長／9/5 

植松さん歓迎会の件、クリ

スマス会の件  

 

米山記念奨学委員会 戸張

美穂委員長／ 表彰の件  

武田会員より今日のクイズ 委員会報告 

指揮：田辺研一郎君  信号は向かって左が青です 

◆RI 第2780地区 第6 G ガバナー

補佐 保田嘉雄様／本日は、9月3日の

ガバナー公式訪問に備えておじゃまし

ました。後ほどのクラブ協議会よろし

くお願いいたします。連日の猛暑、お

互い体に気を付けましょう。 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健

治会員／①第6Gガバナー補佐 保田

様、本日は、ガバナー公式訪問の2週

間前です。いろいろ教えて下さい、宜

しくお願い申し上げます。②淡路治子

様ようこそ大和ロータリーの例会に出

席して頂きありがとうございます。 

◆佐々木和夫会員／本日は、保田ガバ

ナー補佐、そして、淡路さんようこそ

いらっしゃいました。私のテーブルは

お花でいっぱいです。 

◆増正之会員／ガバナー補佐、保田嘉

雄様、暑い中、御苦労さまです。淡路

治子様よくいらっしゃいました。楽し

んでいってください。 

◆石高誠一会員／まだまだ暑い日が続

いていますが、皆さん身体には気を付

けて下さい。釣りに行く時も、倒れな

いように気を付けます。 

◆花岡淳子会員／ 

息子の恩師のお嬢さ

んの淡路治子さんを

ビジターでお連れし

ました。楽しいひと

ときを過ごして欲し

いと思っています。 

第 2683 回 2019 年 8 月 20 日(火) 
司  会  /  SAA 石井規子君  
斉  唱 / 「奉仕の理想」    

Ｓ.Ｌ.   /  田辺研一郎君  

ゲ ス ト  /  RI 第 2780 地区 第 6G ガバナー補佐 保田嘉雄様（大和田園 RC） 

       花岡淳子会員ご友人 淡路治子様   

ビジター  /  なし 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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8月7日水曜日 鎌倉パークホテルにてRI会長マーク・ダ

ニエル・マロ―二氏の歓迎式典が行われました。 

ホテルで本厚木RC幹事の加藤氏とお会いしました。加藤

氏は自宅がある伊豆から100Kの道程をオートバイでいら

したそうです。 

18時より歓迎会が開かれ、第2780地区 会長・幹事・地区

委員の方々、200名以上の参加がありました。マロ―二RI

会長ご夫妻は青森・福島・東京を訪問され、そして第

2780地区にお越し下さいました。 

RI会長の講演より内容の一部を抜粋いたします。 

「ロータリーは、それぞれの違いを超え深く意味のあるつ

ながりを可能にします。ロータリーは、今まで会ったことが

ない人々と私たちをつなげ、地域社会や、職業上、私た

ちの助けを必要とする人々へとつなげてくれるのです。こ

のつながりがロータリアンのエネルギーとコミットメントと結

びついた時、効果はてき面、素晴らしい結果となります。

私たちは行動する人々であり、世界を変えたいと思うだけ

ではなくインスピレーションを現実の長く続く変化に変え

る力を持っています。私たちにはその力があるのです。そ

れゆえ私たちは私たちであり、ロータリーがそれを可能に

させているのです。」 

私は誇るべき大和ロータリークラブのロータリアンとして行

動を可能にするつながりを会員の方々に呼びかけていき

たいと思います。 

次にRIよりインターアクトクラブとしてに鎌倉にあります北

鎌倉女子学園（IAC）が認証されました。RI会長より加盟

認証伝達式が行われました。杉岡ガバナーはとても喜ん

でおられました。チャーターナイトは改めて計画されると

のことです。 

 

・ガバナーへの質問があるかたは、用紙に記入して

幹事に提出してください。 

 ・地区大会出席者名簿を回覧します。 

本会議：10月20日（日） 点鐘：12時30分 大懇親

会：18時15分から19時30分 

 場所：相模女子大グリーンホール・小田急ホテル

センチュリー相模大野 

・地区大会新世代交流会 10月20日（日）9：30～ 

小田急ホテルセンチュリー相模大野で開催 

 新世代に関心を持たれる方、新会員の皆様にぜひ

ご出席いただきたいとのことです。  

【ポスティング】 

・次第・週報・第2回理事会議事録 

【回覧】      

・地区大会 プログラム 

・地区大会 新世代交流会の件 

・ハイライトよねやま 

・寒川ＲＣ週報 

・国際化協会より賛助会員の件 

伊藤 彦二 会長 

2019年8月27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 



 
 

 

 

 

皆様こんにちは、大和田園ロータリークラ

ブの保田です。大和に生まれ大和で育ちま

した。大半の方は存じ上げておりますが、

新しく入られた方は初めてお会いする方も

おります、ぜひお見知りおき頂きたいと思

います。 

RI会長歓迎会で田中作次さんに久しぶりに

お会いしまして、何か困ったことあるか？

と聞かれましが、田中さんに会えただけで

と答えましたら、30ページほどのメールが

届きました。お辞めになられてもこうして

後輩の指導をされてるんだなと改めて感じ

ました。 

第６Gは純増10名と非常に良いスタートを

切っております。 

 

～ガバナーの紹介映像～ 
ガバナーにこのクラブの実情を伝えるとい

うことでして、ガバナーの要望がありクラ

ブ協議会という形をとりました。今年度は

ガバナーは会員増強と一クラブ一奉仕に力

を入れております。最近のロータリーは単

年度ではなくある程度軌道にのるまで立ち

上げた人が続けて行くというクラブが多く

なってきています。社会奉仕委員会、青少

年奉仕委員会が行われる絵画コンクールは

地域内の活動ですのでPRの観点でも非常に

有効だと思います。 

各クラブでも職業奉仕とは？とよく聞かれ

ますが伊藤（健）委員長の言われたように

身近な問題から取り組むということが大事

なのかなと思います。是非大和3クラブで

行って大和駅さんにリーダーシップをとっ

ていただき、協力して行ければと思いま

す。 

ガバナー公式訪問の際には様々な意見交換

そして有意義な時間が過ごせればと思いま

す。 

本日はありがとうございました。 

 

 

伊藤彦二会長 
クラブ計画書にのってい

る通り動いてはいますが

100%うまく行くとはお

もっておりません。一人

一人が協力しながら努力

していただければ良いか

なと思います。まずは半

期まで行い、その後振り

返りながらまた進んでい

こうと思っています。 

大和ロータリークラブ週報 

 

「第二回クラブ協議会 」 

卓話 

～ガバナー公式訪問に備えて～ 

第６Gガバナー補佐  
保田 嘉雄  様 
（大和田園RC）  

 

 

 

会員増強委員会 冨岡委員長 
 

今年度は具体的に活動し

ていこうということで、

ツールを用意しました。

候補者名簿を用意した

り、過去のロータリーメ

ンバーや蓄積されたデー

タを整理をして取り組み

に活かして増強を図って

いこうと思います。伊藤

会長からはOBあてに手紙など送っておりま

すが、高齢だったり様々な理由で簡単には

入会には至りませんが、非常に有効な取り

組みにだと思います。現在数十名のピック

アップがございますので、会員と情報を共

有しながら、適材な会員と共に進めて参り

ます。新会員の方に会長方針で増強委員会

に入っていただいております。思い付きで

もよいので、何度もアタックして、候補者

を知っている会員がいればその会員と一緒

に伺い増強をしていこうと思います。 

 

 

 

社会奉仕委員会 相原委員長 
 
今年度新しい取り組みと

して、大和児童絵画コン

クールを市内の小学校を

対象に行い、シリウスで

表彰する事業を進めてお

ります。なかなかうまく

いかない部分もあります

が、その旅に社会奉仕の

本質を発見しながら目的

に近づいていおります。秋に成果が出ます

ので、是非楽しみにしていてください。 

 

職業奉仕委員会 伊藤（健）委員長 
職業奉仕はロータリー活

動の根幹です。職業奉仕

のありかた、深く知る活

動が多いのかなと思いま

す。今年度は会長の肝い

りで環境管理センターの

見学を予定しています。 

プラスチックが世界的問

題になっております、環

境管理センターを見学して、最新の設備な

どもありますので、各個人、企業が理解

し、行動していくきっかけになればと思い

ます。  

淡路 治子様 いらっしゃいませ  

本日のお姫様  


