
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

8月 27日 32(7) 前々回 27 90.0 3  森川 戸張 田辺 

9月 3日 32(7) 前回 24 80.0 6  本田 石髙 森川 戸張 田辺 原田 

9月 10日 32(7) 本日     

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

  スマイルBOX    本日  ¥25,000 累計 ¥146,000  

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

     9月 17日（火）    とりやめ例会 

     9月 24日（火） 12：30 2687  卓話「読んでますか？ロータリーの友」 

    10月  1日（火） 12：30 2688  会員卓話 

    10月  8日（火） 12：30 2689  第２回クラブフォーラム 「社会奉仕について」 

今 

後 

の 

情 

報 

会員増強委員会 冨

岡弘文委員長／ 

新会員候補者リスト

へ、お知り合いの方を

記入して御紹介をよ

ろし くお願い致しま

す。 

報告 

指揮：上田英信君 

◆第2780地区 ガバナー 杉岡芳樹様、第6Ｇガバナー補佐 

保田嘉雄様／本日はガバナー公式訪問にお伺いいたしま

した。年に一度の行事です。後ほどの懇談会を含め長時間

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／本日は、第

2780地区ガバナー 杉岡芳樹様、第6グループガバナー補

佐 保田嘉雄様を迎えて第3回クラブ協議会です。懇談会で

は会員の皆様がガバナーに対して疑問質問を沢山出してく

ださい。 

◆佐々木和夫会員／本日は、杉岡ガバナー、保田ガバナー

補佐ようこそいらっしゃいました。 

◆松川清会員／残暑厳しい折19-20年度、杉岡ガバナー

様、保田ガバナー補佐様を公式訪問にお迎えしての研修会

ご苦労様です。宜しくお願い致します。私、治療中の為、本

日失礼致します。 

◆小金澤和夫会員／杉岡ガバナー、保田ガバナー補佐、本

日は公式訪問ありがとうございます。宜しくお願いします。 

◆宮東悠会員／杉岡芳樹ガバナー、大和ＲＣにお越し頂き

まして「アリガトウ」ございます。本日はよろしくお願いいたしま

す。保田ガバナー補佐、ごくろう様！！ 

◆籾山豊会員／杉岡ガバナー、保田ガバナー補佐ようこそ

大和ＲＣへ。本日は公式訪問よろしくお願いいたします。 

◆増正之会員／ガバナー 杉岡芳樹様、ガバナー補佐 保

田嘉雄様、御苦労様です。今日はよろしくお願い致します。 

◆冨岡弘文会員／杉岡ガバナー、保田ガバナー補佐、本日

は宜しくお願い致します。久しぶりに、トライアスロンの大会

にエントリーしちゃいました。今月はたくさん泳いで、走るつも

りです。 

◆伊藤健司会員／杉岡ガバナー、保田ガバナー補佐、本日

はよろしくお願いします。 

◆三浦高義会員／本日は、杉岡ガバナー、保田ガバナー補

佐、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 

SAA：籾山豊君 

第 2685回 2019年 9 月 3 日(火) 

司  会   /  SAA  籾山豊君 

斉  唱  / 君が代」「四つのテスト」    

Ｓ.Ｌ.    /  上田英信君   

ゲ ス ト   /  RI 第 2780地区ガバナー  杉岡芳樹様(相模原 RC)  

        第 6 グループガバナー補佐 保田嘉雄様(大和田園 RC)  

ビジター   / な  し 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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2019年9月10日発行・編集：吉岡 

  
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】 

ガバナー公式訪問 
【大和ロータリークラブ】 

新会員植松朗代君、ガバナーから 

ロータリーバッジを付けていただく 



 
 

国際ロータリー第２７８０地区 

ガバナー 杉岡芳樹（相模原ロータリークラブ） 

 

 

最初に、ＲＩ会長テーマ、会長

方針について述べさせていた

だきます。 

 

2019-20年度 ＲＩテーマ 会

長方針 

マーク・ダニエル・マローニー

国際ロータリー会長は、2019‐

20年度の会長テーマ、「ロー

タリーは世界をつなぐ」を発表

しました。 

 

そして４つの強調事項をあげ

ました。 

「ロータリーを成長させる」 

「家族の重要性を強調」  

「内部組織の改革」 

「国連とのパートナーシップ」  

 

ビジョン声明（2017年6月ＲＩ理事会にて承認） 

また、現在最も重要なロータリーの方向性を示すビジョン

声明が承認されました。 

 

私たちロータリアンは、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、人びと

が手を取り合って行動する社会を目指しています。 

 

そしてこのビジョン声明を達成、具体化するために戦略計

画があります。 

 

新しいロータリー戦略計画 

戦略計画の土台となる4つの主な優先事項と目的を承認

しました： 

 

1)より大きなインパクトをもたらす 

２)参加者の基盤を広げる 

３)参加者の積極的なかかわりを促す 

４)適応力を高める 

 

19-20年度ロータリー戦略計画の年次目標 

優先事項1の目標：人びとが手を取り合うのを促す 

優先事項2の目標：行動する 

 

そして、RI会長方針、ロータリー戦略計画を基本として、

地区の方針を策定しました。 

 

2019－20年度 第2780地区方針 

強調事項「1クラブ 1奉仕プロジェクトを」 

 

１. ＲＩ会長テーマおよび強調事項の推進 

２. ＲＩロータリー賞への積極的なチャレンジ 

３. 新しいＲＩ戦略計画の推進 

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、またローター

アクターのロータリークラブへの入会を促す。 

  ・各クラブ２名以上の純増を 

  ・既存会員の維持 

  ・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、ローターアクトクラブへの支援および

協力の強化。また、ロータリー賞受賞に向け、指定さ

れた項目をクラブで実行するよう奨励する。 

  ・インターアクト、ローターアクトの新クラブ拡大 

  ・若い職業人、若い世代のリーダーをロータリーに取

組む 

６. 地区ビジョンおよびクラブビジョンの策定の推進 

  ・戦略計画を基礎として、地区およびクラブの中期ビ

ジョンを策定してください。クラブにおいては、戦略

計画委員会または長期計画委員会等の委員会を立

ち上げ、または活性化して、クラブの将来のあるべき

姿を描き、その実現に向けての行動計画を立ててい

ただきたい。 

７. 奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄付 

  ・年次寄付 200ドル以上／1名 

  ・ポリオ寄付 40ドル以上／1名 

  ・恒久基金 1,000ドル以上／1クラブ 

８. 米山奨学会寄付 

  ・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」

（ PEOPLE OF ACTION ）キャンペーンを促進す

る。 

 

国際ロータリー第２７８０地区には、６８クラブ、2,400名の

会員がいます。主役は地区ではなくクラブです。大和ロー

タリークラブの一年間のご活躍を切に希望します。そし

て、ますます魅力ある、元気な

クラブになられますようご期待を

申し上げて、ガバナーとしての

公式訪問卓話とさせていただき

ます。 

 

 

大和ロータリークラブ週報 

ガバナー公式訪問 

会長の時間 

幹事報告 

懇談会 

佐々木会員／ロータリー賞の学友の部分について 

杉岡ガバナー／学友というのは交換留学生も米山も財団も

全て学友ということです。これは学友の知識をお互い交換

したり、学友とともに若い世代と交流することです。９月

７日には帰国報告会がありますので是非参加していただ

き、学生たちの成長した姿に感動すると思います。 

 

佐々木会員／済州島姉妹締結の経緯 

杉岡ガバナー／渡辺パストガバナーの時に、隣国と仲良く

することも大事であると、D.K.Lee (李東建パストRI会

長) さんと小澤さんが交流があり締結に至りました。５年

更新です。学生が行き来し親睦を深めております。 

 

岡田会員／ビジョン声明が総論で具体的で

はない。 

杉岡ガバナー／ビジョン声明を達成するた

めに戦略計画があります。大和ロータリー

クラブで、戦略計画を当てはめて行動して

いただければと思います。 

 

岡田会員／10年前のライラについて活動内

容に疑問を感じた。 

杉岡ガバナー／現在34地区中30地区以上が継続して行って

おります。今後効果のある青少年育成として、内容などに

ついてはこれからですので宜しくお願い致します。 

 

冨岡会員／IMというのは近隣のクラブが集

まって行う五大奉仕について勉強するとい

うのが目的です。推奨プログラムではなく

なりましたが、私はIMというのは非常に大

事だと思っています。 

杉岡ガバナー／地域が抱える課題などを

ロータリーアンとして認識をして、解決に

向けて話し合うことと、クラブの枠を越えて懇親を深める

この二本立てで考えいます。 

短くするのはあまり賛成出来ません。基調講演があって、

その後にクラブや地域のメンバーと話し合う場面があって

いいと思います。最後に講師の方に総評して頂き、懇親会

で親睦を深めるという形にしました。参加して良かったと

思えるようなIMにすることが大事だと思っています。 

 

相原会員／今年度は絵画コンクールの奉仕活

動を行います。現在180の応募がありまし

た。先生方と顔を合わせたりすることで少し

ずつ奉仕というものがわかって来たような気

がします。 

杉岡ガバナー／奉仕事業ははじめは大変で

す。大事なのは表彰だと思います。親御さん

もこられると思いますので、しっかりと価値や目的などを

説明して頂ければと思います。そして公共イメージを行

い、親御さんにもロータリーを知るきっかけにして頂きた

いと思います。ぜひとも継続して頂きたいと思います。 

 

三浦会員／地区大会の開催時間が長いと思う

のですが。 

杉岡ガバナー／地区大会は規定により2日間

開催され、内容も決められているので、現状

は規定通りに開催することになります。 

 

三浦会員／寄付の額が大きい方が表彰される

ことに違和感を感じるのですが。 

杉岡ガバナー／お金持ちかどうかに関わらず、寄付をする

人はします。寄付金は、結果的にポリオ等、具体的に社会

貢献に使われるので、寄付額の大きい方は結果的に社会貢

献度も大きいということで、表彰する意義があると解釈し

てください。  

 

植松会員／入会経緯：吉岡さんとフェイス

ブックでつながり入会いたしました。以前務

めていた歯科医の院長がロータリアンで、決

まった時間にニコニコ出かける姿や奉仕の話

も伺っておりまして、お誘い頂いたときはあ

まり抵抗はありませんでした。入会して奉仕

を通して自分を高め地域に貢献していきたい

と思います。 

杉岡ガバナー／新入会員のケアが大事です。植松会員には

奉仕活動に是非参加頂きたいと思います。 

 

本日は、杉岡ガバナーをお迎えしての例会であります。杉岡ガバナーの方針

の中から大和RCが取り組んでいる3点を話させて頂きます。 

新年度が始まり大和RCは8月6日に植松さんが入会いたしました。杉岡ガバ

ナーより植松会員へロータリーバッジの贈呈式があります。このような機会は

中々なく大和RCとしても光栄なことと思います。冨岡増強委員長は今までに

ない試みとして新会員候補者の情報を集め且つ、進捗状況シートを作り取り

組んでおります。 

次に「ークラブー奉仕プロジェクトを」に関しまして。社会奉仕委員会は地域

社会とのつながりを生む活動といたしまして、大和市内の小学校の絵画コン

クールを企画し活動しております。現在180点程集まっております。11月17日

の発表日までには青少年奉仕委員会も協力しており、まだまだ集まるでしょ

う。この企画は3年計画であります。子供たちの絵が種をまき市民の心に繋

がっていければ幸いです。 

最後に奉仕活動推進のためのロータリー財団への年次寄附について 

杉岡ガバナーは 年次寄附200ドル以上/1名  ポリオ寄附40ドル以上/1名 

恒久基金1,000ドル/1クラブ  米山奨学会寄附20,000円以上/1名 と掲げ

9月ロータリーレートは106円です。 

【ポスティング】   ・次第   ・週報    ・第3回議事録 

【回覧】 ・Facebook/YouTube配信のご報告と御協力のお願い 

       ・米山梅吉記念館 館報 

       ・80年代アイドルフェス実行委員会よりご案内 

ておられます。今年度、大和RCはロータリー財団、米山奨学会への寄附は

会員の申告のみに委ねることに致しました。10月の米山月間・11月のロータ

リー財団月間には各委員会が例会ごとに集まった金額を発表するのみと致し

ます。 

現在までに、3名の会員より年次寄附600ドル・ポリオ寄附130ドル・2名の会員

より米山記念奨学会寄附40,000円 を頂いております。 

そして地区大会において大和RCはロータリー米山記念奨学会寄附が5,000

万円達成クラブとして表彰されます。第2780地区 68クラブの中で7番目であ

ります。大和RCが58年に亘りロータリー米山記念奨学会寄附に貢献できまし

たことはクラブの歴史に刻まれる名誉なことであります。 

会員の皆様、ありがとうございます。 


