
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

3月 24日 33(7) 前々回 27 87.1 4  籾山、川本、原田、植松 

6月 2日 33(7) 前回 32 94.12 2  植松、原田 

6月 9日 33(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    6月  16日（火） 12：30 2712  会員卓話 

    6月  30日（火） 12：30 2714  一年を終えて（会長・幹事） 

    7月  7日 (火） 12：30 2715  年度初めにあたり 

    6月 23日（火） 12：30 2713  一年を終えて（各委員長） 

今 

後 

の 

情 

報 

  スマイルBOX    本日  ¥47,000 累計 ¥482,121 

◆RI第2780地区第6Gガバナー補佐 保田嘉雄様／本日は1年間お世話になりました。お礼にまいりました。

長らく休会・再会でお忙しい事ですがよろしくお願いいたします。尚、次年度ＡＧの辻様のご紹介も併せ

てよろしくお願いいたします。 

 

◆RI第2780地区第6G次年度ガバナー補佐 辻彰彦様／みなさま、お元気そうで安心いたしました。地区内

でも例会取止めが多い中、さすが大和ロータリーですね！！みなさまの活力が、これからのロータリー活

動を変化させる原動力となって下さることを願っております。本日は、よろしくお願い申し上げます。 

 

◆会長 伊藤彦二会員／①大和シルフィードの皆様、本日はごくろうさまです。大和ロータリークラブの

会員の気持ちです。今後ともよろしくお願いします。②細川康治さん、畠山直紀さんが本日より大和RCの

会員になりました。おめでとうございます。③妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。◆松川健

治会員／大勢のゲストビジターの皆様お越し頂きありがとうございます。誕生日祝いありがとうございま

す。◆道岸唯一会員／コロナ感染予防で長期に渡り休ませていただきありがとうございました。今後は出

席する予定です。◆佐々木和夫会員／本日は、保田ＡＧ及び辻ＡＧＥようこそおいで下さいました。◆松

川清会員／保田ガバナー補佐、辻彰彦様おいでくださりありがとうございます。ようやく足の調子が良く

なりました。よろしくお願い致します。◆古木通夫会員／コロナ騒ぎのおかげで、夏野菜の手入れがゆき

届き、順調に育っています。◆長谷川衛会員／①新型コロナ感染のわざわいで、日常の生活も混乱、経済

も混乱、しかし私共は強い精神力を持ち合わせているので、第2、第3の病原菌にも対応できる。とにかく

体力増進あるのみです。③誕生日を祝っていただきありがとうございます。◆宮東悠会員/日本女子サッ

カーリーグ（なでしこリーグ）が活動を再開いたしました。大和シルフィードも昨日から活動再開しまし

た。大和ロータリークラブにも応援していただき、誠にアリガトウございます。『大和シルフィード応援

する会』会長宮東◆中戸川公明会員／在籍31年のお祝いありがとうございます。◆増正之会員／1、4月１

日誕生日祝いありがとうございます。高齢者扱いよろしく！1、ゲスト、ビジターの皆様よくいらっしゃい

ました。楽しんで過ごして下さい。◆冨岡弘文会員／皆さんと会えてうれしいです。植松さんのお子さん

達が、早く元気になられるよう祈っています。例会が少なくて、スマイルが集まらないと、来年の奉仕資

金が心配です。皆様、スマイルよろしくお願いします。◆伊藤健司会員／細川さん、畠山さん、ご入会誠

におめでとうございます。末永くお付き合いのほど宜しくお願いします。◆吉岡善一会員／皆様、お久し

ぶりです。本日は、皆出席及び在籍年数のお祝いをありがとうございました！◆石髙誠一会員／皆さんお

久しぶりです。そろそろ新鮮な魚が食べたくなって来ました。◆森川良三会員／細川さん、畠山さん、い

らっしゃいませ。お二人とも室町幕府の守護大名の名前ですね。◆三浦高義会員／久しぶりに皆様にお会

いできて嬉しいです。健康第一で大きな変化に対応してまいりましょう。◆花岡淳子（あつこ）会員／こ

んにちは。久し振りに会員の皆様とお会いできて、とても嬉しいです。やはり直接会って元気な姿を見る

のが何より一番いいですね。◆山田己智恵会員／久しぶりに皆様とお会いでき嬉しく思います。コロナウ

イルス支援関係の情報を何枚かコピーさせて頂きました。併せて議会報告も入れさせて頂きました。何か

ありましたらお声をお寄せ下さい。新会員の皆様もよろしくお願いします。◆細川康治会員／本日より大

和クラブでお世話になる事になりました細川と申します。今後ともよろしくお願い致します。 

 

◆スマイルボックス委員会委員長 小金澤和夫会員／皆さん久し振りです。自粛生活で疲れましたね。で

も油断は禁物です、これからも十分注意して頑張りましょう。追伸 コロナの影響でスマイルボックスも

大打撃を受けております。皆さんよろしくお願いします。 

第 2710 回 2020 年 6 月 2 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.     /  なし 

ゲスト・ビジター/ NPO 法人 大和シルフィード・スポーツクラブ 

         理事長 加藤貞行様 統括本部/プロ化推進対策室 部長大多和亮介様  

          監督 藤巻藍子様          

         国際ロータリー 第 2780 地区 第 6 グループ  

         ガバナー補佐 保田 嘉雄様（大和田園 RC)  

         次年度ガバナー補佐 辻彰彦様（大和中 RC) 
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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】 

ジブラルタ生命保険㈱ 

厚木支店 大和営業所 

細川康治会員 

㈱横浜銀行  

大和支店兼桜ヶ丘支店 

支店長 畠山直紀会員 

台湾の皆様 

ありがとう 

ございます！！ 

 

謝謝！！ 

ご入会 
おめでとう 

ございます！！ 

大和シルフィード・スポーツクラブ 

理事長 加藤貞行様 

統括本部/プロ化推進対策室 部長 大多和亮介様 

監督 藤巻藍子様 

目録の授与式  



大和ロータリークラブ週報 

幹事報告 

委員会報告 

新型コロナウイルスの恐ろしさが国内で報道され

始めてから四ヵ月経ちます。世の中には「何故こう

なるの？」という事が多すぎる。訳の分からないこ

とには怒るか笑うしかない。しかし立腹するにせよ

抱腹絶倒するにせよ、何故こうなったかを理解して

いれば気が楽な気がします。先般より休会中は会長

通信№1～№4を発信させて頂きました。有志会員・

第6グループ会長幹事とはオンラインミーティングで

行いました。世の中が変化しつつある中で「ロータ

リーの基本は会って顔を合わせる」ことが、今後減

少されて行くのではないかと危惧しています。6月例

会でコロナウイルス感染予防から出席を見合わせら

れる会員の方は出席扱いと致します。幹事又は事務

局に必ずご連絡ください。また例会の模様はパソコ

ンから欠席の方にも見て頂けるように致します。こ

の二ヶ月半で決定した事柄をご報告いたします。大

和R.C・大和中R.C・大和田園R.C3クラブ会長の話し

合いで大和市立病院へ各クラブから10万円合わせて

30万円を寄付。大和サッカークラブ「シルフィー

ド」へ20万円を寄付。次年度炉端会などの委員会活

動、例会費などの補助金として約70万円を当てる。

（次年度役員にて配分を検討していただく）上記の

寄付、次年度への充当は休会中の例会費を当てる。

地区より次年度分担金24,000円を12,000円とする。

但し次年度のみです。因みに、大和R.Cは約40万円の

減額になります。第6グループ会長幹事会費20,000円

を16,000円とする。大和R.Cは48,000円の減額になり

ます。次年度は地区、第6グループ、大和R.Cが減額

となりますので大和R.C60周年に向けてその差額を活

用し、個人負担の軽減を考えて現在検討中でありま

す。台北七星R.C創立33周年記念式典に大和R.Cと枚

方R.Cは不参加です。台北七星R.Cは創立33周年と34

周年を2020年6月27日に催されます。参加できないの

は残念ではありますがご挨拶文を送りました。 

 

 

会長の時間 

【幹事報告】 

・座間RC創立50周年記念式典は延期となりました。 

・あわおどり第44回、ぞめき大和2020開催中止となりまし 

た。 

 ・6月ロータリーレートは108円  

・6/20～6/26までバーチャル国際大会が開催さてます。 

 ・次年度ロータリー手帳が届きました。 

使用されるかたは事務局までお願いします。 

【ポスティング】・次第・週報・ガバナー月信                                                                       

【回覧】・財団室ニュース・the rotarian 

・ハイライトよねやま・2018-2019年度地区報告書・IM報告書 

・2021-22年度ロータリー奨学生募集について・社協だより・

台北七星ＲＣ週報・米山梅吉記念館 館報 

・米山梅吉記念館賛助会員のお知らせ・大相模大和場所実行委

員会より秋巡業中止に伴う今後の方針について 

・大和市副市長 就任のご挨拶・タウンニュース 

・パル・劇団四季案内 

※大和市立病院寄付納付書が届いたため、今週中に振込  

※大和シルフィード、5/29に20万円振込 姉妹友好クラブ委員長 伊藤健司会員 

・台湾返金の件 

皆出席＆在籍年数祝い 

おめでとうございます。 

皆出席 

宮東悠君 28年 

吉岡善一君 3年 

 

ご夫人のお誕生祝い 

おめでとうございます。 

小金澤伊勢代様4/1 
古木文子様5/5 
伊藤智恵子様5/24 
相原夕佳様5/31 

ご本人のお誕生祝い 

増正之君4/1 
石井規子君4/25 
長谷川衛君5/9 
山田己智恵君5/15 
松川健治君5/21 
田辺研一郎君6/5 

在籍年数 

宮東悠君 33年 

中戸川公明君 31年 

吉岡善一君 8年 

本田誠一君 8年 

石井規子君 8年 

花岡淳子君 1年 

卓話 

会長エレクト 富岡弘文 

 

久しぶりに皆さんにお会いできて、本当に嬉しいで

す。 

会長エレクトとしては、次年度に向けて、期前の理

事会や委員会などをたくさん予定していたのです

が、全く出来ず無念でした。しかし、どうしようも

無いことに直面した時には、焦っても仕方がない。

自分にできることをと、全ての会員に宛て全ての委

員会についての思いを書き出した資料をお送りさせ

て頂きました。ご自身の担当以外の委員会について

も理解して頂けたら、次年度の活動に有益かなと

思った次第です。 

 先ほど相原さんから、次年度の絵画コンクールに

ついて、経過報告がありました。ポイントは、コロ

ナの影響で、子供たちの負担軽減から、夏休みの宿

題も縮小の中、市内の小学校の先生方の協力を得ら

れたことが良かったわけです。多くの小学生とその

家族に、大和ロータリークラブをアピールできる機

会ともなります。 

本日は現ガバナー補佐の保田さん、次期ガバナー補

佐の辻さんがおいでです。大和田園RC、大和中RCか

ら、ガバナー補佐が我が大和RCの久々の例会に来て

頂けたのは感無量です。大和RCは次年度IMのホスト

クラブですので、これから頑張らないといけませ

ん。ガバナー補佐の意向に沿ったIMを作りたいと思

います。会長エレクトの研修であるPETSは、辻ガバ

ナー補佐エレクトの尽力により、zoomというアプリ

ケーションを利用して、各自が自宅などから参加し

ましましたが、大成功だったと思います。本日は例

会場のプロジェクターで数名の会員によるzoom会議

を実演しご覧いただいています。意外に簡単なの

で、実際を見て頂きたかったのです。スマホをお使

いなら、ワンタッチです。コロナ禍を期に、世間の

常識も変わりました。杉岡ガバナーの記事を読んで

も、このような仕組みを利用して会員の便宜を図る

ことを推奨されています。試行して参りたいと思い

ます。 

 最後に、伊藤会長は例会中止が続いて、お弁当代

などの費用が浮いていることについて、会員の皆様

に対して、現金による返金について問いかけをされ

ました。その結果としては、返金されるよりも将来

に活用して欲しいとの意見が大半であったことか

ら、寄付や次年度の利用に取り組まれておられま

す。本日例会前に開かれた理事会でもその旨が確認

されました。次年度において会員研修の目的で炉辺

会合を展開する予定です。この際の食事代について

参加される方の負担を減らすべく、今回の剰余金を

活用したいと存じます。  

次年度社会奉仕委員長 相原聰 

 

絵画コンクール 進捗状況 

テーマ ものがたりの風景 

今年度は文章が応募要項に入る予定です。（審査はあくまでも絵画です） 

絵の大きさは昨年同様最大八つ切りです。 

学校側もコロナの影響で通常ではありません。学校側と慎重に協議しながら、児童の負担、学校の負担、 

考慮しながら先行きは不透明ではありますが、開催に向け準備を進めております。 

開催にあたりましては会員皆様のご協力が必要です。（審査、準備、片付け、返却） 

協賛金（￥5,000）です。 

開催は11月8日開催（産業フェア同日開催）例会扱いです。 

お試しZOOMの様子です。 

とても便利な道具ですね。 

今後はこのような参加も考慮する

時代なのかもしれません。 

SAA 武田茂君 

 

久々のSAA 

お疲れ様です。 


