
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

2月 9日 32(7) 前々回 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) 前回 23 76.67 7 籾山、本田、石髙、田辺、石井、川本、植松 

2月 25日 32(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥9,000   累計 ¥402,121  

  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 長谷川衛副委員長 

・ガバナー月信10ページ。第6グループの紹介。大和ロータリー 

クラブ主催の第1回やまと絵画コンクール2019が掲載されています 

会長エレクト 冨岡弘文会員 

・細則・内規の一部改訂案について 

親睦・ロータリー家族委員会 戸張美穂委員長 武田茂副委員長 

・写真ご提出の件、委員会開催の件 

・北京飯店 東間真吾様のお誕生日祝いをいたします。 

「スカイパレス 雅翔」「大和グランドホテル」「北京飯店」で30 

年間に渡り大和ロータリークラブの例会、催しに給仕をしていただ 

きました。これからもよろしくお願いいたします。 

報告 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会

員／会員の皆様先日のIMには多くの参加御苦

労様でした。次年度は大和ロータリークラブ

がホストクラブです。会員全員が参加して次

年度会長の冨岡さんを盛り立て行おうではあ

りませんか。 

◆増正之会員／桜、情報です。毎年早く咲く

桜の木が、丸子茅ヶ崎線の引地川沿いに植樹

しています。今は、3分咲です。 

◆冨岡弘文会員／皆様、確定申告はお早め

に。 

◆森川良三会員／相原さんの猫のコンサー

ト、とても良かったです。これまで聞いた歌

のなかでも一番です。 

◆戸張美穂会員／皆様ご体調は大丈夫です

か？私はせきゼンソクで暫く長くは電車に乗

れずにおりましたので欠席しておりました。

時節柄皆様ご自愛下さい。主人のお誕生日祝

いをありがとうございました。 

◆三浦高義会員／新型コロナウィルスの足音

が迫ってきましたが、動じることなく、免疫

力を高めて乗り切りましょう。 

◆相原聰会員／先日2/15に横浜市イギリス館

にて「猫んちえると」のコンサートがお陰様

で満員御礼の中終了しました。先日卓話をし

て頂いた山手ＲＣ出川修治様、大和中ＲＣ橋

本日吉ご夫妻、大和クラブからからは、森川

様ご夫婦、吉岡和子様にご来場頂きました。

私は猫になったり牛になったり忙しく、奥様

は大変満足しております。 

◆花岡淳子会員／先日、ロータリークラブか

ら頂いた誕生祝いのジャムとてもおいしかっ

たです。三浦会員のお店の品物ですが、オレ

ンジが輪切りスライスになっていて温かい紅

茶に浮かべても香が増して、実にオシャレな

ジャムでした。 

長谷川衛副委員長 
第 2706 回 2020 年 2 月 18 日(火) 

  司  会   /    SAA  武田 茂 君  

  斉  唱  /    「それでこそロータリー」    

  Ｓ.Ｌ.    /     戸張 美穂 君    

  ゲ ス ト   /     な  し  

  ビジター   /     な  し 
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2月2日ロータリー財団奨学生帰国報告会に国際奉仕委員

長とロータリー財団委員長の代理で出席致しました。帰

国奨学生から留学先での体験や専門に勉強してきた報告

がありました。ロータリー財団への寄附により多くの学

生への手助けになっていると肌で感じてきました。又、

私たちも活動資金として地区の補助金を使わせていただ

くことも出来るのです。2007～2008年度では職業奉仕が

「さまざまな職業と語る会」として市内の中学校に出向

き様々な職業の方の仕事内容を話して頂く活動には、地

区からの122,000円の補助金を使いました。2014～2015年

度は交通安全教室を開催し交通事故撲滅キャンペーンで

地区から5000ドルの補助金が出ました。このようにクラ

ブも奉仕活動のための補助金があることを知っていて欲

しいと思います。 

次に2月の5日、大和商工会議所の地下倉庫に保管してあ

りました大和ロータリークラブの備品・書類の片づけを

致しました。宮東会員が会頭の時に好意で使用させて頂

いたのですが会頭が代わり保管が不可能になり分別し不

必要な物は処理させて頂きました。中には大和ロータ

リークラブの歴史として残さなければならない物が途切

れてしまっている物もありました。 

7日 岡田さんの墓参りに5名の会員の方と行ってきまし

た。岡田さんのご長男引田さんが3月3日に入会されま

す。 

13日 引地台公園の広島原爆2世の銀杏の場所の清掃と3

月に苗木を植樹するため公園管理者と打合せをしてきま

した。 

15日 横浜瀬谷ロータリークラブ創立50周年記念式典祝

賀会に出席して参りました。我がクラブの創立50周年記

念式典に出席していただいた返礼です。以上です。 

 

【幹事報告】 

 ・3/10（火）は大和RC創立58周年記念例会です。

清風で夜間例会となります。 

 ・4/25（土）は座間RC創立50周年記念式典です。

レンブラント海老名で式典は15時30分からです。 

 【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・臨時理事会議事録 

・ガバナー月信 

                          

【回覧】  

・3/10夜間例会の出欠確認 

・4/25座間RC創立記念式典出欠確認 

・IMの御礼状 

・ハイライト米山 

・the rotarian 

・神奈川県ロータリアン親睦テニス大会 

・社協だより 

・地域福祉セミナーやまと2020について 

・交通安全地域貢献のご提案 

伊藤 彦二 会長 

2020年2月25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 

本日のｻﾌﾟﾗｲｽﾞ 



 

 
 

IMを終えて 

良かった点として無駄を省き時間が短くなった

事。 

ACジャパンについてはわかりづらい部分がありま

したので、もう少し説明が欲しかった。 

次年度の出来る限りの参加よろしくお願い致しま

す。 

 

三浦高義会員 

プログラム構成がシンプ

ルになり共感できまし

た。 

ACジャパンの講演に関し

ては、ビデオ上映が長い

感じは受けましたが、一

方で広報に苦労している

等RCと似通っている部分

もあり、伝える事の難し

さの共通課題が見えまし

た。 

考える機会を投げかけるという所はロータリーの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考になると感じました。 

自分の頭で考えて問題を解決していく、RCがその 

きったけになればとおもいました。 

懇親会のまえにランダムに席についたところも良 

かったと思います。懇親会はさらに時間があれば

さらに良かった。今回のIMの教訓を活かしていき

たいと思います。 

 

 

相原聰会員 

厚木RCとしては、①他ク

ラブとのあたらしい交流

を持つ事②出席者に発言

の機会③コンパクトにす

る。 

この3つを踏襲していた

と思います。非常に点だ

大和ロータリークラブ週報 

「第6回クラブ協議会」 卓話 

 お誕生日おめでとうございます 武田会員 今日のサプライズ「東間

  ～IM を終えて～ 

  

伊藤 彦二 会長 

戸張 冬紀様 

1月29日 

女性会員によ

バースデーソ
SAA 武田茂会員 

今日のサプライズ 

と思います。 

ディスカッションは時間が足りなかったり、話の

焦点が合わなかったりしました。 

次年度は来てよかったIMにしたい。こちらが何を

用意するか考える。 

分析と期間が必要でよく考えて、全員の力が必要

な作業になると思います。 

 

伊藤健司会員 

AGの意向で基本的に決まる。それに対してクラブ

としてどのように設定して、様々な部分に気を配

り工夫が必要になると思いますので、全員の英知

を結集して、望んでいきたいと思います。 

 

花岡淳子会員 

初めて参加致しました。 

ガバナー補佐の話の中に

試みとして、アクトラク

ションなしと時間短縮の

説明がありました。一時

間半の講演は長く感じま

した。講演後に質疑応答

があっても良かったかな

と思いました。 

次年度はホストクラブですので大和を活かしたIM

と言う事で、全員参加で取り組めるような形で出

来たらいいなと思いました。懇親会着席でしたの

で、ゆっくりミーティング出来ましたし、お話が

盛り上がり時間が足りないかなっていう思いがあ

りました。 

 

冨岡弘文会員 

良かった点 

ガバナー補佐からは以前から短くしたいとお話し

があった、余計な部分は省くという理念がありま

した。理念が大事でさら

にシンプルにするには理

念の説明が大事。 

辻ガバナー補佐エレクト

も是非シリウスでと、大

和に拘る理念がありま

す。 

そして、地域で活躍して

いる市民や団体に発表の

場を提供したいという理

念があります。 

どこを、どのような理由でするのかなど伝えて行

うことが次年度のIMなのかなと思います。 

ホストクラブとの打ち合わせが不十分であった事

と講演の時間を決めてしまってそれに合わせる形

の講演になってしまった事この二点が気になりま

した。時間で割り当てよりも、まずは内容を詰め

ていくことが、必要なのかなと思いました。 

 

松川健治幹事 

次年度の参考になるIMでした。会場がまだ未確定

でありますが、全員参加で一丸となり乗り越えて

いきたいと思いました。 

伊藤会長 

良かった点として無駄を省き時間が短くなった

事。 

ACジャパンについてはわかりづらい部分がありま

したので、もう少し説明が欲しかった。 

次年度の出来る限りの参加よろしくお願い致しま

す。今回のIMは次年度の為に参考になったようで

すね。利用できるところは利用して次年度の為に

間さん30年間ありがとうございます」  

東間真吾 様 

2月16日 

る 

ング 今日のサプライズ 東間真吾 様 

 


