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社会奉仕委員会／
絵画コンクールにつ
いて
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【大和ロータリークラブ活動方針：
会員増強委員会／
本 日は、第 2 回 委員
会 に て 11 名 の 候 補
者について話し合い
ま し た。理 事 会 に 上
程したいと思いま
す。

SAA：籾山豊君

指揮：戸張美穂君

スマイルBOX

本日

¥24,000 累計

◆RI第2780地区 ロータリーの友 地区代表委員 小川忠
久様（相模原グリーンＲＣ）／今日は「ロータリーの友につ
いて」の卓話の為、やって参りました。よろしくお願いしま
す。
◆大和田園RC 古谷田紀夫様／本日は、急な訪問に温か
くお迎え頂き有難うございます。何時も、大和RC様には、
色々とお世話になっております。今後とも宜しくお願い致し
ます。
◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／9月は、
ロータリーの友月間です。34地区と「友」との懸け橋34人の
ロータリーの友地区代表委員、小川忠久様、本日の卓話
宜しくお願いいたします。
◆道岸唯一会員／先日、ガバナー公式訪問の例会後の懇
談会に欠席したので。
◆眞鍋藤正会員／秋分の日、ひまごも含めて15人そろって
墓参りし出来る「しあわせ」！
◆佐々木和夫会員／本日は、小川様、卓話をよろしくお願
いします。実は先日、ロータリーの友に投稿しました。掲載
されるようお取りはからい下さい。
◆古木通夫会員／台風とか、天気の関係で思うように、除
草作業が進みません！
◆増正之会員／9月21日、埼玉県小川町へ、お墓参りに
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日付

時間

回数

10月 8日（火）

12：30

2689

10月 15日（火）

12：30

-

10月19日～20日

-

2690

10月 22日（火）

-

-

例会日

会員数

9月 10日

32(7)

9月 24日
10月 1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

相原聰委員長

冨岡弘文委員長

¥176,000

行ってきました。１か月前にも草刈りしたのに草の伸びの早
い事、40ℓの袋にいっぱいでした。
◆冨岡弘文会員／伊藤さん、ジャイアンツ優勝！おめでと
うございます！！ラグビーも連日熱中です。私は、連休中
もランニング。つきみ野周辺をうろうろしてます。
◆伊藤健司会員／祝！ジャイアンツ優勝。原監督の男泣き
にもらい泣き。クライマックスも勝ち抜いて、いざ日本シリー
ズへ！
◆相原聰会員／先日開催した“キャット ミックス展に伊藤
会長、増様、三浦様にご来場頂きましてありがとうございま
した。猫好きな方185名がいらっしゃいました。10月19日
（土）港の見える丘公園のイギリス館で「秋バラの薫る夕べ
に」コンサートを催します。よろしくお願い致します。
◆花岡淳子会員／皆様からの追悼文
集、有難うございました。花岡に老眼
鏡を渡しそびれてしまったので毎晩、
声を出して読んであげてます。「みん
なが書いてくれたんだな！」って、とて
も喜んでいました。温かいお心遣いに
感謝申し上げます。
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卓話

第 2687 回 2019 年 9 月 24 日(火)
SAA
籾山豊君
我等の生業
戸張美穂君
RI 第 2780 地区 ロータリーの友 地区代表委員
小川忠久様（相模原グリーン RC）
大和田園 RC 古谷田紀夫様

「読んでいますか？ロータリーの友」

RI 第2780地区 ロータリーの友 地区代表委員
小川忠久様（相模原グリーンRC）

スマイル担当：増正之君

プログラム内容
詳しくは、内面に！

第２回クラブフォーラム 「社会奉仕について」
取り止め例会
地区大会

お誕生日おめでとう！

取り止め例会

出席

出席％

欠席

前々回

25

83.3

5

本田

32(7)

前回

25

83.3

5

本田 石髙 森川 石井 原田

32(7)

本日

マルチプル
ポールハリスフェロー
おめでとう！

欠席者名
森川

田辺

上田 原田

事務局
松山真由美様

宮東悠君

大和ロータリークラブ週報

卓話

「読んでいますか？ロータリーの友」
RI 第2780地区 ロータリーの友 地区代表委員
小川忠久様（相模原グリーンＲＣ）

みなさんこんにちは。
ロータリーの友、地区代表
委員を務めております、
小川です。
全国から34名の代表委員
が集まりまして、年間で５
～６回の集中会議が行わ
れています。
どうしたら皆さんに「ロータ
リーの友」誌を読んでいた
だけるか、どうしたら皆さ
んに投稿をしていただけ
るか、といったことについてディスカッションをしておりま
す。
銀行でサラリーマンを30
年程務め、52歳の時に
ロータリーに入会しまし
た。銀行時代は支店長を
目指していましたが、仕
事の一環として1年半程
ロータリーに入っておりま
した。
その後自分の意志でロータリーに入会したのが、相模原
グリーンＲＣとなります。
＜「ロータリーの友」創刊の由来＞
昔、日本は一つの地
区だったのですが、
1952年に二つの地区
に分割されました。こ
の時に、「お互い分か
れても意思疎通をしよ
う」ということで共通の
雑誌の発行が決まり、
「ロータリーの友」が初
めて創刊された、とい
うことになります。

ロータリアンは、
「ロータリーの友」の
購読義務がありま
す。
購読というのは、購
入した後に「読む」と
いうのが重要です。
＜タテ書きとヨコ書き
について＞
ヨコ書きというのは、国際ロータリーの指定記事（RI会長の
記事やTHE ROTARYからの転載記事等）を中心に掲載
されています。タテ書きは、日本の各クラブからの投稿記
事となります。
＜新企画について＞
2019年度は、新企画が3つあります。
１．この人を訪ねて
２．侃侃諤諤（かんかん
がくがく）
３．私の宝物
ぜひ投稿されてみては
いかがでしょうか。
＜内外よろず案内＞
各クラブで「こんなイベ
ントがありますよ」と案内
をする内容となります。
ただ、投稿記事というのは、投稿してから掲載されるまで2
カ月位かかります。ですので、前もって4カ月くらい前から
投稿しないと、掲載されてもタイミングが合わないというこ
とになりますのでご注意ください。
＜ロータリーの友 ウェブサイトについて＞
「ロータリーの友」には、ウェブサイト（電子版）もございま
す。購読は義務ですが、冊子でもサイトでもどちらでもよ
いですよ、としている国もあります。現在は1冊200円で配
布していますが、それだけ編集・運営もが大変ということで
す。
＜記事投稿に関してのお願い＞
★写真に関する注意点
良い写真
・活動の内容がわかる
・会員が写っている
・笑顔で写っている
よくない写真
・活動内容がわからない
・誰が参加者かわからない
・記念写真になっている
★原稿に関する注意点
・字数制限内でポイントを絞ってわかりやすく書く

・クラブの説明を入れる
・活動日を入れる（活動日から1カ月以内に投稿してくださ
い）
★こんな原稿は掲載していません
・活動日からかなり時間が経過したもの
・内容が「〇〇周年記念例会式典」のようなもの
・個人・団体を誹謗中傷したもの
・地区やクラブ内のもめごとについて書かれたもの
・政治宗教的に偏りがあるもの
★著作権に注意してください
他人の著作物を無断で使用しないでください。
使用する場合は、著作権者にお断りを入れてからにしてく
ださい。ちなみに「ロータリーの友」の記事をクラブで使用
する場合は、編集部の了解を得た上でご使用ください。
＜広報誌「ROTARY 友と歩む 地域と歩む」について＞
こちらは、ロータリアン以外の、一般の方に対するロータ
リーの広報誌です。ぜひ会員増強の際等にもお役立てく
ださい。

会長の時間
本日は年間プログラムの話を致します。
今年度も早いもので3か月が経とうとしています。私は3か月ク
ラブの運営が滞りなくすすめられていますことに理事役員・各
委員長・会員の皆様のご協力に感謝いたします。
さて、7月8月9月の月間テーマについて振り返ってみます。
7月ロータリーカード普及推進月間。当クラブの普及率は25％
以下であります。
8月会員増強・新クラブ結成推進月
間では新会員1名が入会されまし
た。
冨岡増強委員長が月1回委員会を
開催し、新会員候補者の人選を進
めております。
先日配布致しました進捗シートにつ
いてご協力をお願い致します。この
シートは大和RC活動の基礎になる
ものです。提出されましたシートは次
年度、次々年度へと受け継がれて
行くことを期待します。
9月は基本的教育と識字率向上月間です。「基本的教育と識
字率向上」はロータリーの6つの重点分野の一つとなっていま
す
世界には子供たちが教育を受けられず、成人しても十分に読
み書きできない国や地域があります。そうした地域で基本的
教育を提供し識字率を上げれば諸問題の解決（貧困の削
減、健康状態の改善、地域社会と経済の発展、平和構築な

以上のように、「ロータリーの友」はロータリアンを結ぶ懸け
橋です。ご活用下さい。
また、「ロータリーの友 手引書」というものをクラブで1部お
持ちだと思います。今回申し上げたことがすべて書かれ
ていますので、こちらをご覧いただきながら、ぜひ素晴ら
しい投稿をお願いします。
「ロータリーの友」は、毎月皆さまのお手元に届きます。ぜ
ひページをめくっていただき、面白そうな記事を中心にお
読みいただき、「こんな面白い記事があったよ」とクラブ内
でもシェアして
いただきなが
ら、ぜひご活用
いただければと
思います。
本日はありがとう
ございました。

ど）の糸口をつかむことが出来ると言われています。
「私たちが出来る事とは」を考えますと時間が要すように思い
ますが関心を持つことは大切です。案がありましたら是非発
表してください。
ロータリー月間は国際ロータリークラブの理事会が指定した月
間です。ロータリークラブだけではなくロータリアン一人一人
がロータリーの活動に参加するよう強調しています。ロータリ
―の奥深さを感じます。

幹事報告
【報告】 ※第43回大和市民まつりに係る会場整備部会員の
推薦のご案内が届きました。今年度は大和RCが担当だそうで
す。
※大和市社会福祉協議会特別会員加入のお知らせが届き
ました。
【ポスティング】
・次第
・週報
・卓話者経歴書
・ロータリー米山記念奨学会 豆辞典
【回覧】
・第54回神奈川県ロータリアン親睦テ
ニス会のご案内
・地区資金会計報告書
・タウンニュース

