
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

3月 24日 33(7) 前日 27 87.1 4  籾山 川本 原田 植松 

6月 2日 33(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ¥8,000  累計 ¥435,121 

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    6月  9日（火） 12：30 2710  卓話：「次年度に向けて」（会長エレクト） 

    6月 16日（火） 12：30 2711  卓話 

    6月 23日（火） 12：30 2712  クラブ協議会：「1年を終えて」 

    6月 30日（火） 12：30 2713  卓話：「1年を終えて」会長・幹事 

今 

後 

の 

情 

報 

  姉妹友好クラブ委員長 

  伊藤健司君 

 

・台北七星RC創立総会延期の件 

 4/17（金）→6/27（土） 

指揮：上田英信君 

◆幹事 松川健治会員／妻の誕生日のお祝いあり

がとうございます。 

◆武田茂会員／何もしなくても誕生日はきます。

うれしくありません。本田さん、昨日のショート

ホール、ニアピンバーディーはすごかったです。

一ホールで、2,000円はじめてです。悪夢を見て

いるようでした。 

◆増正之会員／妻の誕生日祝いありがとうござい

ます。引地川沿いの桜情報、現在５分咲です。飲

食禁止となりました。 

◆冨岡弘文会員／コロナも怖いが、花粉も怖くて

運動不足で困ります。 

◆伊藤健司会員／お誕生日を

お祝いいただきありがとうご

ざいます。コロナが日本で蔓

延していますが、決して負け

ることなく元気に過ごしま

しょう。 

◆本田誠一会員／誕生日のお

祝いありがとうございます。

少数精鋭の例会、収束が出

来、多くの顔合わせが出来る

と良いですね。 

司会 

SAA：武田茂君 

スマイル担当：長谷川衛君 

委員会報告 

出席委員：中戸川公明君 

第 2709回 2020年 3 月 24日(火) 

司  会   /  SAA  武田茂君 

斉  唱  / 四つのテスト 

Ｓ.Ｌ.    /  上田英信君 

ゲ ス ト   /  なし 

ビジター   / なし 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 
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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】 

会長の時間 

新型コロナウイルスの影響で例会も休会となり機能が停滞し

てしまいました。この２０日間で次の三点を行いましたので報

告致します。 

一つ目は引地台公園内の「緑の遺産」イチョウの木の植樹の

為の整備等について管理者と打合せを行いました。３月中に

は植樹を行いたいと思います。 

二つ目は川の看板です。公園管理者からは朽ちてきているの

で処理をと言われていましたがまだまだ現役で看板に書かれ

ている「川をきれいにしましょう」のメッセージは行きかう人々の

目に映っていると思われます。そして何より思うことは大和

ロータリークラブが地域に根差した奉仕活動の形ある歴史が

消滅しつつあることです。受け継がれていってない現状で

す。今回、原田会員に看板を見て頂き補整の見積もりをお願

い致しました。予算上問題がなければ花の咲くころ、皆様に

お披露目できそうです。 

三つ目は大和商工会議所の地下に眠っていました大和ロー

タリークラブの書類の整理・処理を冨岡会員・三浦会員・松川

幹事・松山さんとで行いました。最後に大和商工会議所の専

務理事・宮東前会頭に確認していただき４年間の管理が終わ

りました。すべての書類はとりあえず私の倉庫に搬入しまし

た。毎日書類の中身を確認し、約半分の処理が終わりまし

た。大和ロータリークラブの５８年分の保存書類に関しては私

の判断で行っておりますのでご了承いただきたいと思いま

す。もちろん書類等大和ロータリークラブの歴史に興味のある

方はいつでも歓迎です。 

３月号のロータリーの友には「たの

しい家族の風景」絵画コンクールの

ことが掲載されています。 

本日の週報の「スマイルボックス金

額」は、427,121円になっています

が、これには先日、伊藤健司会員

から頂いた10万円と故岡田安二会

員の奥様がお受け取りにならな

かった「お花料」33万円と、3月3日ご挨拶にいらした時頂いた

10万円はスマイルボックスに入っていません。 

 これらは「特別補助金」として、別計上致します。（本田さん、

花岡さんから頂いたものは使途指定でした。）なぜなら、この

ようなことは特別な出来事ことでありますし、「良いことがあった

ら寄付しましょう」という「スマイルボックス」の本来の意味とは

異なりますし、頂いた方々のお名前を明確にしておきたいた

めです。 

また、次年度の奉仕会計予算案を組む上に於いて過剰な予

算組を避けるためでもあります。 

但し、特別に次年度以降の奉仕に必要な場合については使

用できるものといたします。 



 
 

 

 

 

 

「次年度の展望」 
 

会長エレクト  冨岡 弘文 

 

 ロータリー入会当初は、解らないこと不思議なこと

が多いですね？その一つが、やたらと横文字が多い

事。「ガバナー」と言うのは「統治者」だから地域の責

任者なんだろう位は想像つきましたが、AGとかPPと

か略語になるとさっぱりです。次年度の会長予定者

が全員集められて一緒

に勉強するのがペッツ

です。「PETS」が何の

略なのかは勉強不足で

分りません。以前は一

泊研修だったのが、最

近は一日缶詰で、しご

かれるのだと聞いてい

ます。 ３月10日の予定

が、ゴールデンウイーク

に延期となり、次年度の準備への支障が懸念されて

います。久保田次年度ガバナーから、メールで資料

が届きました。次年度の国際ロータリー会長はドイツ

の方で、『ロータリーは機会の扉を開く』として、3つ

のドアをモチーフにした、美しいシンボルテーマが

決まりました。RIの方針と私たちが所属する地区の

方針や目標も示されているので、後日確認したいと

思います。 

 ただ、私の実感としては、上位組織がどうであれ、

自分たちのクラブがどのようなテーマや方針を持つ

のかが最も重要だと思います。 

 先ずは、自分たちのクラブの習わしやルールであ

る、細則と内規の見直しです。これまでも何度か改

定案の説明をしましたが、今日はスクリーンで見なが

ら確認したいと思います。皆さんがご理解の上、総

会で審議頂きたいと思いますので。 

 次に、次年度のプログラムなどですが、親睦委員

会の釣り同好会メンバー石高さんから「すだて遊び」

の家族会が提案されています。これは、数年前に企

画したものの募集期間が短く、開催に至らなかった

もので、今回は期前のタイミン

グで企画したいと思ったもので

す。このように楽しい企画は今

の時点でご提案頂けると良いの

かなと思います。お待ちしてい

ます。 

 本日の例会前に、期前理事

会を開きまして、いくつかご報

告があります。まずは、新しい

同好会発足の承認がありました。地域を食べ歩く集

まりです。同好会活動が活発なクラブは、楽しいクラ

ブに違いない。新しい同好会のアイデアがあれば、

お申し出ください。 

 最後に、世の中の移り変わり

や、今般のウイルス騒動を踏ま

え、例会の在り方についても活

発な意見が出されました。会員

増強の観点から若い経営者の

勧誘では、毎週昼間に集まるこ

となど無理だと言われたり、一方

で、高齢になると夜間は厳しかったり。電車で時間を

掛けて参加しても、儀礼的な内容の終始して1時間

で終わってしまっては、得られる

ものも少ないと感じたり。 

 このような本質的な議論の機

会を持つと、根本的に魅力ある

クラブを目指すことが出来るの

かなと思います。活動計画を策

定するに当たり試行錯誤してい

ます。勇気をもって新しい取り組

みを試してみるのも必要でしょ

う。本日は、数名の方にマイクを向けさせていただき

ましたが、これからも皆さんのご意見を頂戴したいで

す。 

大和ロータリークラブ週報 

卓話 

幹事報告 

・4/25（土）座間RC創立50周年記念式典出席者の方は、

会費を集めます。会費は1万円です。 

・地区協が5月17日（日）に変更になりました。点鐘は12時

半。東海大学湘南キャンパス2号館 

 ※駐車場ご利用のかたは幹事または事務局までご連絡

ください。 

 ※懇親会は中止となりました。  

 ・台北七星RC33周年記念式典は6/27（土）に延期になり

ました。 

 ・大和RC 第40回米山功労クラブとして感謝状が届きま

した。 

 

 ・ホノルル国際大会が中止となりました。 

 ・4/5（日）に予定していたポリオ根絶チャリティコンサート

が6/25（木）に延期になりました。 

 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・臨時理事会・期前理事会議

事録 

・ガバナー月信 

                                                                                                      

【回覧】  

・the rotarian 

・ハイライトよねやま 

・市子連だより 

お誕生日おめでとう！ 

【ご本人のお誕生日】 

伊藤健司会員、武田茂会員、（会長） 

本田誠一会員、三浦高義会員 

 

【ご夫人のお誕生日】 

増会員奥様、（会長）、松川健治会員奥様 

米山功労クラブとして 

表彰されました。 

岡田会員奥様から 

お礼状が届きました 


