
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

2月 4日 32(7) 前々回 22  73.33  8 籾山、本田、石髙、戸張、田辺、上田、川本、植松   

2月 9日 32(7) 前回 16 59.26 11 
籾山、本田、石髙、森川、戸張、田辺、石井、上田、

川本、原田、植松   

2月 18日 32(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥11,000   累計 ¥393,121  

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    2月 25日（火） 12：30 2707  卓話 ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 山田己智恵会員 

    3月  10日（火） 18：30 2709  58周年記念例会  処：清風 

    3月  17日（火）    取止め例会 

    3月  3日（火） 12：30 2708  卓話 

今 

後 

の 

情 

報 

公共イメージ・雑誌委員会  

中戸川公明会員 

・ロータリーの友2月号たて書き

16Ｐに佐々木会員の記事が載って

います。 

武田会員今日のｸｲｽﾞ 報告 

指揮：森川良三会員  和室のエレメントの名称10問 

◆大和田園ＲＣ 河西正彦様／本日は宜しくお願い

します。中国発の伝染病ウィルスに不安な日々で

す。注意しましょう。 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／本日

は国際奉仕担当の第5回クラブフォーラムですが、4

月に台北七星ＲＣ訪問報告を行いますので、本日

は、そのときと差し替えて、ＩＭについての前段の

クラブフォーラムを行います。 

◆古木通夫会員／17日なので、びっくりの誕生日祝

い、ありがとうございます。ウタタネをしてしま

い、寝過ごしてヒゲもすってない！ 

◆増正之会員／ここのところ、毎日、お通夜、告別

式が続いています。皆さん、身体には気をつけま

しょう。 

◆冨岡弘文会員／シリウスの抽選にはずれて残念で

なりませんが、次があります。早く楽になりたいで

す。 

◆三浦高義会員／本日は、妻の誕生日をお祝いいた

だきありがとうございます。 

◆花岡淳子会員／お誕生日、祝って頂き有難うござ

います。毎年、節分の時期になると花岡が私に豆を

投げたそうにしていた事が、今ではいい思い出で

す。今年は息子達が鬼にふんしたところ、孫達が予

想外のパニック状態になり、みんないい子になりま

した。来年は鬼をなま
○ ○

はげ
○ ○

に変えようと思っていま

す。  

ガバナー月信1月号

15Ｐに岡田安二さ

ん（素敵な笑顔）

が載っています。 

第 2704 回 2020 年 2 月 4 日(火) 

  司  会   /    SAA  武田 茂 君  

  斉  唱  /     「君が代」「それでこそロータリー」    

  Ｓ.Ｌ.    /      森川良三君 君   

  ゲ ス ト   /      大和田園ロータリークラブ 河西正彦様  

  ビジター   /       な  し 
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ACジャパンは「民間の力で、少しでも世の中のお役にたつ活動

をしたい」と1971年に産声を上げました。 

2009年7月、公共広告機構からＡＣジャパンと名称を変更しま

す。そして、2011年には内閣府の承認を得て、公益社団法人と

しての活動をスタートさせました。活動は、民間の企業・団体

が持てる資源を少しずつ出し合い、社会にとって有益なメッ

セージを広告という形で発信しているCSR活動です。CSR活動と

は企業が社会的責任を意識した活動のことで、お世話になって

いる人すべてに自分たちの利益を還元し、信頼関係を築くため

の様々な取り組みをしているという事です。 

創設から今日までさまざまなキャンペーンを展開しています。

「公共マナー」「環境問題」「親子のコミュニケーション」と

いった時代を超えた普遍的なテーマ、「認知症の問題」「スマ

ホマナーの問題」「喫緊の医療問題」など時代の世相を反映し

たテーマ、公共福祉活動に取り組んでいる団体を支援するキャ

ンペーン、阪神淡路大震災、東日本大震災など、大災害が発生

した時の臨時キャンペーンを扱うものなど、社会がその時もっ

とも必要としているメッセージを発信し続けてきました。 

ACジャパンの参加は企業でも個人でも出来、正会員（企業・団

体）は1口12万円、個人1口6千円、共に年会費です。ロータリー

クラブは米山梅吉が「三井銀行」アメリカのRCの活動を知りこ

れを日本でも実現したいと考え実行されたのです。同じように

ACジャパンの提唱者は当時のサントリー社長佐治敬三氏です。

アメリカのACを知り研究され日本で実現されたのです。「環境

汚染」「公共マナーの悪化」「人間関係の希薄化」など、景気

上昇の陰で出はじめた社会のひずみに光をあて、みんなで考え

るきっかけをつくりたい。そんな思いが、「企業が少しずつお

金を出し合い、世の中のためになるメッセージを、広告という

形で発信しよう」という呼びかけになりました。広告の仕組み

を社会貢献に生かそうという考え方です。一般企業、メディ

ア、広告会社がこれに呼応し、114の会員数での出発になりまし

た。初代の会長に芦原氏、理事長には佐治氏が就任しました。

初年度の広告媒体費は1.7億円とまだ規模は大きくありませんで

した。1974年には、社団法人・公共広告機構として認可され全

国組織になります。その後全国8箇所に事務局が置かれるように

なり、現在の体制が固まりました。そして40年の長きに渉り、

延べ500を超える公共広告キャンペーンを展開し続けてきたので

す。 

会員社は広告に関連する３つの業種の約１０００社から構成さ

れ、それぞれの立場からＡＣジャパンの活動を支えています。

委員会には、会員社から延べ３００人近い方々が、企業の社会

貢献活動の一環としてボランティアで参加して 

います。活動資金は全て会員社と個人会員によるもので公的な

資金は一切受けておりません。 

 

個人会員 （会費・協力） 

企業・団体（ 〃 ） 

広告会社 （ 〃 ） 

メディア （ 〃 ） 

 

以上《ACジャパン公式ページより抜粋》 

2月9日I・Mのときの参考にして下さい。 

 

 

【幹事報告】  

 ・2/9（日）はIMです。  

 ・2/11（火）は休会となります。  

 ・2月ロータリーレートは110円です。  

【ポスティング】  

・次第  

・週報  

・会長の時間資料  

・理事会議事録  

伊藤 彦二 会長 

2020年2月18日発行・編集：相原 

  
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 

ACジャパン→広告→生活者 



 

 

 

＜次年度活動計画について＞ 

会場確保継続事業交通事故、献血、新しい絵画コン

クール規模の拡大が見込まれるため補助金申請行い

ました。目標は３０万円と設定しています。 

久しぶり職業を語る会は高校にあてて提案書を作成

して、前回開催した時は、警察官や行政の方など集

まりましたので非常によう提案である送という内容

を盛り込み送付しました。 

これにつきましては学校と相談をしてまいります。 

家族会の予定がある場合は早めにご提案頂き動き出

したいと思っています。 

クリスマス家族会につきましては、武田会員がすで

に会場の予約をとって頂きました。 

前年同様昼間の開催致します。次年度のことにつき

ましてぜひアイデアなど頂きたいと思います。 

＜次年度IMについて＞ 

 IMの現状報告です。次年度の辻ガバナー補佐は会

場をシリウスにこだわっています。 

ガバナー補佐は平日も考えているようです。内容は

大和市内などで活躍する団体に出てきてもらい発表

する場所を提供することにより、このような活動が 

ありのかとロータリー活動ヒントになるのではない

かという思いのようです。外部講師は呼ばない方針 

でいます。 

そのほかにはクラブの活動経験などを発表する場と

いうのも考えておりますが、ガバナー補佐の意向が 

 

 

 

優先となります。シリウスが確保できなかった場

合の保険としてホテルの予約はとってあります。 

次年度の後半につきましてはみ皆様のご協力がなけ

ればおもてなしが出来ませんので、っ皆様ご協力宜

しくお願い致します。 

 

伊藤会長より：前回の職業を語る会では地区補助金

地区から￥102,000補助金いただいて実行しています

ので、今回も補助金が受けられるようにしていただ

ければと思います。 

大和ロータリークラブ週報 

「第5回クラブフォーラム」 
卓話 

～次年度IMについて・細則内規について・ACｼﾞｬﾊﾟﾝについて～ 

  

冨岡 弘文 会長エレクト 

        お誕生日おめでとうございます  

花岡 淳子会員 

2月15日 

古木 通夫会員 

2月17日 

三浦 樹里様 

2月15日 

＜ACジャパンについて＞ 

伊藤健司会員より：活動団体の選定基準と経緯をIM

の時に聞いていただきたい。 

吉岡善一会員より：２０１１年自然災害の時、テレ

ビから広告がなくなり、ACジャパンのみになった。 

テレビというのはCMがプログラムされているので、

急遽変更の時にACジャパンのプログラムを放送して

あいている所を埋めるという所聞いたことがありま

す。 

冨岡弘文会長エレクトより：ACジャパンの講演を聞

き、ロータリーとしては何ができるか活かせるかを

考えることが大事 

 

 

  第2705回 第6グループIM 移動例会 2020年2月9日（日）  

テーブルミーティング 来年はシリウスで私たちの番よ！ 伊藤会員の質疑「広告の費用体効果は？」 

伊藤会長挨拶：次年度I.Mホストクラブの会長として

ご挨拶申し上げます、本日のI.M開催にあたりまして

ガバナー補佐 保田様、ホストクラブ厚木ロータ

リークラブの滝澤会長・和田幹事はじめ会員の皆

様、意義のある時間を過ごさせて頂きました。あり

がとうございました。ロータリーは、多くの仲間と

の交流を通じて多種多様な考え方を学ぶことが出来

る場です。本日のI.Mで忌憚のない意見の交換がテー

ブルミーティングでされるものと思います。今日の

貴重な意見が次のステップに繋がることを期待致し

ます。I.Mは第6グループが一堂に会する年に一度の

貴重な機会であります。次年度、大和ロータリーク

ラブ会員一丸となり満足して頂けるI.Mにしたいと考

えております。会場は大和市内の「シリウス」を考

えております。皆様方のご指導、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

保田G補佐挨拶 杉岡ｶﾞﾊﾞﾅｰ挨拶 司会：西迫SAA 

「次はｼﾘｳｽで」伊藤会長辻次期G補佐挨拶 「ACｼﾞｬﾊﾟﾝとは-民間のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動」持松和弘様  


