
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

 2月 25日 32(7) 前々回 21 72.41 8  本田 戸張 田辺 石井 上田 川本 原田 植松 

3月  3日 33(7) 前回 25 83.33 5  籾山 石高 森川 田辺 植松 

3月 24日 33(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ¥13,000  累計 ¥427,121 

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    3月 31日（火） 12：30 2710  卓話：会長エレクト 

    4月  5日（日） - -  お花見中止（新型コロナウィルスの影響による） 

    4月  7日（火） - -  振替休会 

    4月 14日（火） 12：30 2711  卓話：「母子の健康について」 

今 

後 

の 

情 

報 

会長エレクト 冨岡弘文

会員 

・内規、細則について・

地区協議会について 

お誕生日おめでとう！ 

指揮：山田己智恵君 

◆大和中ＲＣ会長 辻彰彦様／世間は、コロナでピリピリ状態です

が、大和ロータリークラブのメンバーは元気ですね！！気持ちの

問題ですかね！！本日は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、岡田先

生の奥様がこられ御主人様の45年間御世話になられた大和ロー

タリークラブに挨拶に来て頂きました。又、長男の引田俊一様が本

日より大和ロータリークラブ会員として入会いたしました。おめでと

う。 

◆佐々木和夫会員／本日は、引田さんの入会おめでとうございま

す。また、岡田先生の奥様ようこそおいで下さいました。今、奥様

がおすわりの席が岡田先生の優先席でした。 

◆古木通夫会員／糖尿病持ちの私には、コロナウイルスは、脅

威！防護の為すべての付き合いをたっています。 

◆増正之会員／大和中ＲＣ会長 辻彰彦様、岡田安二氏の奥さま

岡田孝子様、医療法人エイ・アール・ティー会 理事長、引田俊一

様よくいらっしゃいました。 

◆冨岡弘文会員／生まれて初めて、スノーボードに挑戦しました。

汗だくになったけど楽しかったです。還暦をきっかけにいろいろ

やってみたいです。確定申告を終わらせて、人のいないところで遊

びたい。 

◆伊藤健司会員／辻会長、岡田様、本日はようこそ大和クラブへ

お越し下さいました。引田さんご入会おめでとうございます。これか

らもどうぞよろしくお願いします。 

◆本田誠一会員／昨日は京都に出張、新幹線、ホテル、四条大

橋界隈、今迄感じたことのない京都でした。早くこのコロナが収束

して欲しいものです。岡田先生の最後の出席、奥様の熱いメッ

セージを聞き改めて故人に対し感謝申し上

げます。 

◆山田己智恵会員／前回は、イニシエー

ションスピーチを聞いていただきありがとう

ございました。又、今週報で大きく記事にし

て頂き驚いています。あいサポーター企業

に是非、手をあげていただけると嬉しいで

す。認定証もいただけます。どうぞよろしく

お願いします。 

司会 

SAA：武田茂君 

スマイル担当：長谷川衛君 

古川毅君 

報告 
川本龍成君 

 特別寄付金  伊藤健司会員 2020年1月28日 

        岡田孝子様  2020年3月3日 

第 2708回 2020年 3 月 3 日(火) 

司  会   /  SAA  武田茂君 

斉  唱  / 君が代、四つのテスト 

Ｓ.Ｌ.    /  山田己智恵君 

ゲ ス ト   /  岡田安二様奥様 岡田孝子様 

        大和中 RC 会長 辻彰彦様（ガバナー補佐エレクト） 

ビジター   / なし 
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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】 

詳しくは、内面に！ 

入会おめでとう！ 

本日のトピックス 

「次年度IMの理念と方向性について」 

冨岡弘文会長エレクト 
岡田安二様と奥様 

「新型コロナウィルスの現状」 

川本龍成会員 

「次年度IMについて」 

辻彰彦ガバナー補佐エレクト 

引田俊一会員 



 
 

 

 

 

 

「次年度IMについて」 
 

大和中RC 辻会長（次年度ガバナー補佐）より 

 

冨岡会長エレクトがお話してくださったように、来年のIM

会場としてシリウスを押えてくださったこと、そして大和RC

様がホストをして下さる、ということで非常に心強く思って

おります。 

 

また、IM実行委員長に佐々

木和夫さん、ということで、 

40年前に私がローターアク

トだった頃、ローターアクト

委員長として色々と指導を

して下さった方で、月日が

流れるのは早いものです。 

 

今日は1点だけポイントをお

伝えさせていただきます。 

ロータリーの代表的な奉仕

活動として、「エンドポリオ

ナウ」キャンペーンがござい

ます。このような全体的な奉仕もよいとは思いますが、地

域の頑張っている団体とコミュニケーションを取りながらの

活動という部分は弱いのでは、という気がします。 

 

最近では大阪、九州、北海道等、各地で色々な取り組み

が行われております。神奈川県のNPO法人の数は1489、

これだけの団体が活躍しています。そして663、これが消

えていったNPOの数です。どうやらNPOというのは2年くら

いで生き途絶えていく、というのが現状です。 

 

その中で、厚木市のNPOが88団体、そして市民活動団体

が108団体、とロータリー以外にも色々な活動で頑張って

いる団体が多くございます。こういった方々と、上手く連携

を取って何かできないか、ということです。 

 

例えばSDG’S推進を頑張っている団体をロータリーが応

援できているかというと、具体的には近隣ではできていま

せん。 

そしてRCC（ロータリー地域社会共同隊）といった制度も、 

どんどん取り組む地域もある中で、2780地区は行っていま

せん。こういったものも取り組んでみたらどうかな、と考え

ております。 

 

2020年度のRI会長のテーマ「ロータリーは機会の扉を開

く」。ということで機会の扉を開くような仕組み作り・プログラ

ムができればありがたいと思います。 

 

まとめますと、地域で活躍している団体を調べ、見つけ

て、そのような団体の内容を知り、何か手を組んでできな

いか、それを模索するような方向に持っていければありが

たいと思います。 

 

大和ロータリークラブ様にホストクラブを務めていただき、 

地域と共生できる事業ができればいいな、と考えておりま

す。 

本年度、どうぞよろしくお願い致します。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

「次年度IMの理念と方向性について」 
 

冨岡弘文会長エレクト 

 

 次年度IMホストクラブとして活動開始しました会長エレク

ト冨岡です。 

 本日、例会前に開催した第２回期前理事会において、

大和ロータリークラブがホストを務める、次年度IMの日程

と会場について、2021年2月23日に、大和芸術ホールシリ

ウスにおいて開催することを承認いただきました。 

 

 これまで度々お話ししましたように、昨年のIMで私がIM

ホストの会長と分かって以来、どうせなら大和クラブのIM

は大和市内で開催したい、施設はシリウスが最適と思い

立ち、やがて辻ガバナー補佐が決定して相談しましたとこ

ろ、思いが一つになりました。 

 

人気施設のシリウスの予約には12月からずっと苦労して

参りましたが、山田会員のお

力添えと、運も味方して、何

とか確保に成功した次第で

す。 

 

ここまでは次年度会長の責

務と思っていたので安堵しま

した。因みに事業計画の予

備プランとしてセンチュリーホ

テルも確保しています。 

 

 佐々木委員長、吉岡副委

員長を中心に、ガバナー補

佐の意向を汲んで良いイベ

ントを作って参りたいと思います。 

 

皆様、宜しくお願い致します。 

 

 本日は、辻次年度ガバナー補佐にお出で頂き、ご本人

からIMへの思いなどを語って頂きたいと思います。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

大和ロータリークラブ週報 

卓話 

会長の時間 

幹事報告 

 

「新型コロナウイルスの現状」 
 

川本龍成会員 

 

●新しい種類が発見されただけで、実は以前よりコロナウ

イルスはあり、新型も合わせて7種類ある。今までの6種類

はいわゆる「風邪」である。 

 

●新型は、昨年の11月には発見されている。 

 

●感染しても、死亡率はSARSやMERSより低く、そこまで

重症化しないとみられている。 

 

●大切なことは、感染しても重症化させないこと。 

 

●今後は一般の病院でも診断と治療が可能になるように

動いている。 

 

●必ずマスクをしてくださいというわけではないが、するの

が無難である。 

 

●重症化を抑制する薬は、今は開発中の段階である。 

 

●見えない不確実性の中で動く不安はあるが、あまり怖

がり過ぎずに助け合いの精神で行動しましょう。 

 

今、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いRCへの影響も出て

おり活動の自粛・中止の連絡が来ております。 

ここ1～2週間と言われていますが終息の兆し全く感じられま

せんが堪えるしかないと思います。 

皆様も気苦労がおありかと思いますが乗り切って下さい。 

 

今月は「水と衛生月間」です。日本は蛇口をひねると水道水

が直接引用可能であること、生活の

中で当たり前のようになっています

が世界ではまだまだ厳しい現実であ

るとこと、昨年アフガニスタンで銃撃

され亡くなられた医師の中村哲氏

は、医療活動しながら枯れた井戸の

再生から飲料用の井戸建設と灌漑

用井戸及び地下水路の再生に尽力

されました。医療に限界を感じた

時、中村さんが目をつけたのが「水」

だそうです。「安全な水と衛生設備

の利用は全てのひとがもつべき権利」と言われています。その

恩恵を受けている私たちは微力ながらも手助け出来ればと思

います。 

 

次に会員増強について話を致します。本年の活動も4ヶ月と

なりました。大和ＲＣはここ数年純増傾向にあります。2月の会

長幹事会で保田ガバナー補助より毎年、年度代わりになると

・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。 

・3月ロータリレートは110円です。  

 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・理事会議事録 

                                                                                                      

【回覧】  

・4/25座間RC創立記念式典出欠確認 

 

退会の方が多くなります。特に今年度はマイナスになる傾向

が強いので各クラブ共に増強推進の要望がありました。 

 

そこで当クラブにおいて現状及び4ヶ月間で会員増強をいか

に推進していくか、後２名の新会員の入会を考えています。

今年度は会員数３５名以上にして冨岡年度に引き継ぎたいと

考えおります。冨岡年度は「Ｉ.Ｍ」のホストクラブになりますの

で一人でも多くの会員で臨みたいと思います。 


