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お誕生日のお祝い
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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

佐々木会員

スマイルBOX

本日

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会
員／皆様年末年始はゆっくりお過ごしになら
れましたでしょうか。本日、年初めのご挨拶
と思っており風邪もようやく峠を越えまし
た。ただ、鼻声ですが宜しくお願い致しま
す。
◆道岸唯一会員／大勢の方から年賀状を頂き
返礼をしませんことお詫び申し上げます。
◆佐々木和夫会員／お誕生日祝いありがとう
ございます。昨年はノーベル参加賞ももらえ
ず、ガッカリしましたが、本日は、誕生日当
日賞をいただき感謝します。これが書き初め
です。
◆古木通夫会員／明けましておめでとうござ
います。皆で楽しい1年にしましょう！
◆長谷川衛会員／妻の誕生日祝いありがとう
ございます。
◆籾山豊会員／私と妻の誕生祝い、ありがと
うございます。七草粥を召し上がりました
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籾山会員
奥様もおめでとうございます

長谷川会員

\19,000

累計￥352,121

か。今年も皆さんに良い
年でありますように。
◆増正之会員／今年もよ
ろしくお願い致します。
◆冨岡弘文会員／例会場
に早めに来ても、岡田さ
んのくだらないジョーク
と、きびしい突っ込みを
受けられないのは、とて
も寂しい正月です。皆さ
んと笑顔のあふれる一年
スマイルＢＯＸ
にしたいものと願ってい
相原 委員
ます。
◆森川良三会員／ウチの奥様が台湾七星に行
くことになりました。馬鹿なので、とても心
配です。台湾に行かれる方々、どうかよろし
くお願いします。
◆植松朗代会員／おめでとうございます。本
年もよろしくお願い致します。

日付

時間

回数

2月 4日（火）

12：30

2704

第5回ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ「国際奉仕、姉妹・友好クラブについて」

2月 9日（日）

12：00

2705

第6グループＩＭ 移動例会

2月 11日（火）
2月 18日（火）

例会日

会員数

1月 7日

32(7)

1月 14日
1月 21日

プログラム内容

取り止め例会（祝日週）
12：30

2706

第6回クラブ協議会「ＩＭを終えて」

出席

出席％

欠席

欠席者名

前々前回

26

89.66

3

本田、石髙、田辺

32(7)

前々回

23

82.14

5

籾山、上田、川本、原田、植松

32(7)

前回

18

64.29

10

籾山、本田、石髙、森川、戸張、田辺、相原、石井、
上田、川本
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2020 年 1 月 7 日(火)

SAA 武田 茂 君
「君が代」「我等の生業」
なし
なし

会長の時間

伊藤 彦二

Ｓ.Ｌ.

幹事報告

会長

明けましておめでとうござ
います。
会員皆様、今年もご協力
よろしくお願い致します。
前期は2名の新会員も加
わり、大和RCの雰囲気も
変 わ り つ つ あ る と 私 は、
思っています。
クラブ計画表の最後の
ページに記載されていま
すクラブ目標「めざそう！！！ロータリー賞」では現在7
割近く達成していますので引き続きご協力をお願い致し
ます。
今年はオリンピックが開催され世界中の人が日本を訪
れる中、どこかで出会いがありつながりが出来るかもし
れません。少しワクワクした令和にしていきましょう。
今年一年が意義のある楽しいロータリーライフが送れる
よう努力してまいりたいと思います。会員の皆様にとりま
して佳き年になりますよう祈念して新年の挨拶とさせて
頂きます。

/ 植松 朗代君

松川 健治

・1/14（火）18：30～
4クラブ合同例会です。
・1/21（火）移 動 例 会 で
す。大 和 市 環 境 管 理 セ ン
ターを見学します。
現地集合にて、集合時間は
13時45分です。
【ポスティング】
・次第・週報
・会費納入のお知らせ・12/24議事録
・移動例会のお知らせ・IMパンフレット
【回覧】
・IM/移動例会/山田会員/
・PAL

道岸会員より、新
年の乾杯のご発声

乾杯～！

歓迎会出席表

幹事

大和ロータリークラブ週報

卓話

台公園の令和広場にて行いますので参加宜しくお願
い致します。

伊藤 彦二 会長

4月 母子の健康月間
5日第２回家族会「お花見」親睦委員会現在計画中
16日～20日台北七星RC訪問報告会姉妹友好委員長伊
藤健司委員長より報告
25日㈯座間RC創立50周年記念式典親クラブとしての
祝辞を行う。
28日地区研修協議会出席の話冨岡会長エレクトより

「新年度を迎えて」
明けましておめでとうございます。昨年平成から令
和へと元号が改まり、会員皆様におかれましては新
たな気持ちで新春をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。
昨年中はロータリー活動に対しまして、ご理解、ご
協力賜りありがとうございます。
私は例会の流れを少しでも変え楽しい例会にするた
め、親睦委員会のクイズを入れたり、会員の会社ア
ピール（3～5分）程度入れたり、女性会員を2名増え
たことで例会の雰囲気が変わりつつあります。古川
毅直前会長の意見を聞き半期終わるころには大分変
わってきたと思います。このようなことから、会長
ノミニ―、会長エレクト、会長、直前会長と4名でス
クラムを組み運営することを心掛けて行っていま
す。
さて、現在は少子高齢化の進行、国際情勢の急激な
変化などの状況下、景気は回復しているとは言われ
ていますが（株価は年末に28年ぶりに高値で終わっ
たとの事）いまだ厳しい状況であり大和RCでも如何
に会費の値上げを行わずに済ませるかが課題であり
ます。皆様にも色々予定があるとは思いますが、前
期後期共開始2か月以内に納入して頂きたい。2か月
以内に納入できない場合は松川幹事へ理由を話し了
解を取ってほしい。
・分担金（≒110万）
RI人頭分担金、地区資金、地区事業費、地区大会分
担金、IM登録料、
・青少年交換費用（1/7～1/31までに支払う）
・クラブ奉仕（≒30万）親睦ロータリー家族、お祝
品代、会員増強、その他（2月末までに）
・会議費（≒60万）例会会費、会長幹事会費、その
他（2月末までに）
・会運営費（≒45万）コピー機リース料、通信費、
賃借料、事務員給料、ホームページ管理費、その他
（2月末までに）
合計で2月末までの経費は約250万（会員19人分弱で
す）
幹事報告の中で会費納入を促さないのはロータリー
の三大義務であるためです。
さて、今年の半期予定の報告致します。

5月 青少年奉仕月間（次年度支援月間）
9～10日大和市民まつり 大和RC担当（引地台中学校
内の駐輪場管理）

委員会報告

1月 奉仕月間
・1/7㈫大和RCの定款、細則、内規に内容について一
部変更する為の案を佐々木会員より配布説明して頂
きます。
・1/14㈫は6年ぶりの4クラブ合同夜間例会です。食
事代は会員負担でその他の費用につきましては4クラ
ブで折半となります。現在の所4クラブで参加予定者
約90名です。110名の会合に出席したことがあります
ので心配はいりませんが「手に手つないで」は難し
いかも知れません。
・1/21 ㈫ は 移動 例 会で「大 和 環 境 管理 セ ンタ ー」
14：00～15：30ゴミ問題に関心を持ち商売に繁栄さ
せて下さい。
2月 平和と紛争予防/解決月間
ガバナー月信に大和ロータリークラブの記事が掲載
されます。11/17(日)の絵画コンクールの様子を投稿
したものです。当日は社会奉仕委員会の相原聰委員
長ならびに青少年委員会増正之委員長始めとする多
くの会員の協力で成功の裏に携わることが出来たこ
とは主催者として喜びに堪えません。
2/9(日)第6GのIMがホストクラブ厚木RCのレンブラン
トホテル厚木にて行われます。移動例会ですのでロ
ビーにて12：00に点鐘行います。
3月 水と衛星月間
3月末までに事務局地下倉庫の整理及び処分を行いま
す。（長谷川衛会員に依頼）
3/10㈫大和RC58周年記念例会は夜間例会です（清風
にて18：30～）
広島より届きました「銀杏」の苗木の植樹式を引地

ゴミ集積場及びゴミ掃除大和ロータリークラブは各
担当別の副実行委員長になっているため協力をお願
いする。
例年通り5月（又は6/9㈫）に花巻南RCが大和RC訪問
予定（担当：姉妹友好クラブ）
6月 ロータリー親睦月間
①最終月です。各奉仕委員会で未実行の説明と次年
度での活かし方を検討する。
②今年度同様絵画コンクール開催予定ですが産業
フェアと同日開催がある為、冨岡会長の指示のもと
全員出席の協力体制を作り進んでいきましょう。

会長エレクトより、定款細則変更の説明と提案

国際ロータリー（RI）では、３年毎に規定審議
会を開き、クラブ定款の改定を行います。
総てのクラブの定款は、自動的にこれに従う事
となります。
昨年の定款改定を受け、会長エレクトと、
佐々木会員、松川幹事などが中心になり、大和
クラブの細則について整合性の観点から改定の
検討をして参りました。
配布した８ページの新旧対照表は、この後に総
会にて審議頂くべく前回の理事会で承認された
内容です。
ご覧いただければわかると思いますが、かな
り手の込んだ内容で、このような資料を作って
いるクラブは他には無いと思います。
佐々木会委員が長時間を掛けてまとめてくださ
いました。

・細則で、出席免
除の運用につい
て、ロータリー歴
２０年以上という
従来の暗黙ルール
について、これを
明記しました。
・定款でメイ
キャップのルール
が変わったことから、従来通りに月毎の皆出席
のお祝いが出来るように細則の表彰規定を整備
しました。
同時に事前メーキャップの取り扱いを明記しま
した。
尚、ここまでの経緯で以下のような提案もあ
り、今後の課題としたいものと存じます。

佐々木さんから、ご説明を頂きます。
（詳細は書面参照、大きなポイントを記載）
・定款で、会員身分についての規制が無くな
り、公職についている人もその公職をもって職
業分類とすることが出来ました。
これによって、当クラブでも「議員」という職
業分類で新入会員をお迎えしました。

※会員の種類について、例えば「準会員」な
ど、会費等の義務を軽減する種別を創設するこ
とも認められたことから、今後の会員増強との
関係で議論すると良いのでは。
※近年、家族葬が増え、香典を辞退する家庭も
増えたことなどから、慶弔規定についても検討
を加える時期に来ているかもしれない。

