
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月 16日 34(7) 前々回 30 93.75 2  植松、田辺 

6月 23日 34(7) 前回 30 90.91 3  植松、田辺、森川 

6月 30日 34(7) 本日     

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

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    7月   7日（火） 12：30 2715  年度初めにあたり 

    7月 14日（火） 12：30 2716  第１回クラブ協議会「年度計画発表」90分例会 

    7月  21日（火） - -  休会 取止め例会祝日週：海の日7/23 

    7月  28日 (火） 12：30 2717 
「地区財団セミナー報告」 

 イニシエーションスピーチ 細川会員 

今 

後 

の 

情 

報 

祝！ 誕生日 ＆ ご夫人のお誕生祝い 

  スマイルBOX    本日  ¥19,000 累計 ¥532,121 

委員会報告 

◆道岸唯一君／一年間お世話になりました。今日が最後の例会になり、また来年もよろしくお願い致

します。                    

◆小金澤和夫君／今年の例会も今日含めて2回となりました。皆様最後のスマイル宜しくお願いしま

す。 

◆古木通夫君／キューリの生育は、順調で苗代は回収できそうです。 

◆武田茂君／我が家の親分の誕生祝いありがとうございます。 

◆増正之君／昨日の強風と雨で桜に枯れ木の枝が道路にたくさん落ちて掃除が大変でした。 

◆冨岡弘文君／古木邸とは比べようもありませんが、家に庭がありまして、古木さんに負けない様

に、草取りを頑張っています。腰が痛いです。 

◆戸張美穂君／本日はお誕生日のお祝いをありがとうございます。いくつになってもうきうきするも

のです！今夏はマスクをしての暑さとの戦いとなりますので、皆様、熱中症にお気を付け下さい♡ 

◆花岡淳子（あつこ）君／花岡の一周忌が先月、無事に済み、もうどこにもいないという事を実感し

ています。昨年亡くなる前の3月に私の入会となったわけですが、なぜ、あの時期に花岡が入会を強く

望んだのか、一年過ぎた今、その想いが、ようやく解るようになりました。大和ロータリークラブの

皆様、快く私の入会を認めて下さり有難うございました。お役に立てるよう励みます。皆様のことが

大好きです。 

◆細川康治君／本日、副会長、会長の時間、おつかれ様でした。毎回楽しみにしていました。各委員

長の皆様、「1年を終えて」の発表楽しみにしています。 

副幹事 三浦高義君／次年度、出席免除をご希望の会員様は、申請用紙を事務局にて用意しており

ますのでお声かけ下さい。 

次年度クラブ会報委員会 委員長 相原聰君／事前委員会について 

畠山直紀君 戸張美穂君 武田真理子夫人 

第 2713回 2020年 6月 23 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/一社）大和青年会議所 理事長 北島 隆太郎 様  柴高 大昌 様  陳 勝 様 
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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】 

幹事報告 

会長の時間 

【ポスティング】 

・次第・週報・第4回期前理事会議事録・やろう会案内                                                                                       

【回覧】  

・レンブラントホテル海老名よりご案内 

三回目の会長の時間でございます。私のお

店にはひと月5000人ほど来店されます。職

業柄様々な境遇なお客様との接してまいり

ました。その中でもハンデや今回のコロナ

の影響をものともせず明るく前向きな姿を

拝見し、人というのは強いなという事を実

感しています。社員に対していつも伝えて

いることがあります。 

「私たちは技術やデザインを売るのでは

なくて、お客様の命を預かっているん

だ。」一時間ないし二時間、時には三時間

お客様の大切な人生の時間をお店で過ごし

て頂いている。 

お客様の中には最後に髪をきれいにしてこ

の世を去りたいというお客様もいらっしゃ

いました。うちのお店に通われていたお客

様が、お亡くなりになられたときは店長又

は、担当者もしくは私が葬儀に参列を致し

て参りました。単にお客様だけではなく命

をお預かりしている、だから価値がある。

と思っております。 

－大和市内事業者クラウドファンディング応援プロジェクトーこの度の新型コロナ

ウイルス感染症の拡大予防への取り組みに伴い、4月に政府から出された緊急事態宣言による外出自粛や

休業要請、時間短縮営業など様々な制限に対し、今も多くの市民、事業者が終息に向けて一丸となって頑

張っています。その中、我々大和青年会議所でも「何か出来ることはないか？」「何かしなければ…」と

メンバーで考え抜いた結果、このほどクラウドファンディングスタートさせました。愛する大和市の為

に、そしてこれからの未来の為にどうか皆さまのお力添えをお願い致します！この度の新型コロナウイル

ス感染症の拡大予防への取り組みに伴い、4月に政府から出された緊急事態宣言による外出自粛や休業要

請、時間短縮営業など様々な制限に対し、今も多くの市民、事業者が終息に向けて一丸となって頑張って

います。その中、我々大和青年会議所でも「何か出来ることはないか？」「何かしなければ…」とメン

バーで考え抜いた結果、このほどクラウドファンディングスタートさせました。愛する大和市の為に、そ

してこれからの未来の為にどうか皆さまのお力添えをお願い致します！ 

北島様 挨拶 

本田誠一 副会長 

新型コロナウィルス（COVID-19)について 

いわゆる流行風邪です。感染者は2万人弱で死亡率は

５％です。そこまで高い感染症ではないと思いま

す。 

①政治②企業③国民性によって結果に差が出ている

かなと思います。重症化しないことが大事になってきます。先が

見えないから不安になっていると思いますので、ワクチン、治療

薬が出来ることが急がれます。余波につきましては、あるとは思

いますが、基本的な予防が大事にです。 

インフルエンザのワクチンとは別物ですが、ワクチンは受けたほ

うが良いと思います。コロナもうつさないことが大事ですので、

一日でも早く治しうつすリスクを少しでも減らすという点におい

ては、インフルエンザのワクチンは効果的だと思います。呼吸器

疾患の方、体が弱っている方は注意が必要です。ウィルス対策は

目に見えないので、どこまで行うか迷う部分もありますが、うが

い、手洗い、マスク、距離をとることが基本だと思います。 

 

川本龍成会員 



大和ロータリークラブ週報 

「一年を終えて」 第8回クラブ協議会 

【クラブ奉仕委員会】吉岡 善一 

君 

 クラブ奉仕委員会には、１１の

委員会があります。 

今年度の重点目標としては、次の

２つがありました。 

 １．会員増強：年初は３１名の会員でした

が、入会者が５名、退会者が２名で、純増３名

でした。現在３４名です。入会者としては、若

い女性の入会があり、新しい職業分類の議員の

方の入会がありました。また、３名の男性は、

他のロータリークラブのメンバー経験者でし

た。 

 ２．親睦：今年は、新型コロナウィルスの影

響で後半は活動を自粛しましたが、昨年末のク

リスマス会までは、順調に親睦活動が行われま

した。 

その他、昨年度に引き続き、クラブ計画書およ

び会報をクラブ内で作成することにより、経費

削減を行いました。 

 

【プログラム委員会】 吉岡 善一 君 

 今年度のプログラムは、2月まではほぼ予定通

りでしたが、4月と5月は新型コロナの影響で、

丸々2か月間休会となり、後半に予定していた夜

間例会が中止となりました。 

休会中は、適宜、伊藤会長が会長ニュースを配

信されました。 

クラブ管理運営部門 

【出席委員会】 古木 通夫 君 

 コロナ禍で実際の出席率が確定

していません。年度最終回の例会

にて正確な出席率の発表をさせて

いただきます。 

【クラブ会報委員会】 伊藤 健司 君 

 クラブ会報自主制作２年目の年でし

た。委員会メンバーの負担軽減の観点

から２班で制作に臨みました。足りな

い点は松川幹事、松山さんに助けてい

ただきました。 

【親睦・ロータリー家族委員会】 

 戸張 美穂 君 

 メンバーの皆様にご協力をいた

だき活動展開しました。この場を

お借りして御礼申し上げます。コ

ロナ禍の影響で春に予定していた

事業は実施できませんでしたが、

新しい試みとしてX’mas会を着席スタイルのラ

ンチパーティーで設え、ゆっくりとお食事をし

ていただけるように心掛けました。コロナ禍を

受け、これからの“親睦の在り方”も一考して

いく必要があると思います。 

【会員選考委員会】 宮東 悠 君 

 増強担当委員長の報告にもありまし

た通り、本年は、8名の入会候補者があ

りました。皆さんからも全員賛成をい

ただき感謝申し上げます。 

 

【会員増強委員会】 冨岡 弘文 君 

 道岸会員維持委員長より報告もありま

したが、維持委員会は伊藤会長の肝煎で

創設された委員会です。伊藤会長の活動

方針にも「知り合いを増やし、奉仕の機

会を広めよう」とあるように、最重要事

項として会員増強に取り組む体制を確立

し、別委員会で会員維持もしっかりと取り組む体制に

しました。伊藤会長も元会員の方々に「お手紙」を書

くなど、年度当初よりモチベーションの高い状態を

キープされていました。併せて会員の皆様からも入会

候補者の情報を頂きました。私はそれをリスト化し、

入会候補者一人ひとりにカルテを作成し、進捗等を記

載することとしました。これらはクラブの財産とし

て、継続利用、活用していきたいと思います。 

【会員維持委員会】 道岸 唯一 君 

 会員維持委員会、昔はない委員会です

が、時代を反映したものと認識していま

す。退会防止の観点からは、会員間のコ

ミュニケーション増進が必要です。本年

は会員数も純増したので非常に良いと感

じています。 

【公共イメージ・雑誌委員会】 石高 誠一 君 

              （代読： 松川 幹事） 

 ロータリーの友を購読することは会員の義務ではあ

りますが、より理解を深めるきっかけ作りから委員会

報告の場を活用し、定期的にロータリーの友の紹介に

励みました。全国のRCの活動事例（ZOOMを活用した展

開例）なども見られますのでご活用下さい。  

【スマイルBOX委員会】 小金澤 和夫 君 

 3月末まではスマイルBOXも順調に推移

していましたが、コロナ禍で例会も開催

できず厳しい現状となりました。あと2

回例会がありますのでご協力のほど宜し

くお願いします。 

 

【ロータリー財団委員会】 戸張 美穂君 

今年度は会長のご意向のもと、各自のご申請にて

寄付を集めさせて頂きました。 

年次基金：395,000円 

ポリオ：57,820円/絵画コンクール：4,351円/産業

フェア：36,262円/交通事故撲滅大作戦：4,576円 

以上の通りの寄付額となりました。皆様、ご協力

ありがとうございました。 

【職業分類委員会】  森川 良三 君 

          （代読：松川幹事） 

 本年より分類の制限も撤廃となりましたが、魅

力あるクラブ作りの観点から未充填職業を埋めて

いくこと（新会員獲得）に活用していきたいと思

います。 

【クラブ研修委員会】武田 茂 君 

 一年間、楽しいクラブづくりにご協

力をいただき会員の皆様に御礼申し上

げます。 

【職業奉仕委員会】 伊藤 健司 君 

 伊藤会長の肝煎である『環境管理センター見

学』を実施しました。昨今、社会問題化している

プラゴミなど身近な問題を倫理の問題として捉

え、持続可能な「資源循環型社会の構築」を考え

る機会を創出しました。 

奉仕プロジェクト部門 

【社会奉仕委員会】 相原 聰 君 

 委員会事業に際して皆様よりご協

力をいただき感謝申し上げます。絵

画コンクール（応募テーマ「楽しい

家族の風景」）の企画と実施は、市

内小学生より328人（点）のご応募

をいただき盛大に開催することが出

来ました。現在2回目に向けて関係

機関と調整している最中です。続いて献血活動

（10/27）は多くの市民のご協力をいただき無事に

終了することが出来ました。絵画コンクール、産

業フェア、交通事故撲滅事業においてポリオ撲滅

運動（寄附金）を実施しました。 

【国際奉仕委員会】 眞鍋 藤正 君 

         （代読：冨岡副委員長） 

 国際奉仕委員会は、構成している3委員会を総括

していますのでご報告をさせていただきます。財

団、米山の各活動もその原資は会員の皆様からの

寄付で成り立っています。寄付をいただいた皆様

に感謝するとともに、その「意味合い」を今まで

以上に丁寧に説明、ご納得いただくことが必要だ

と考えます。姉妹友好クラブは、現地に行ってみ

ないとその醍醐味が分からない所があります。皆

様も可能な限りその活動にご参加いただければと

思います。 

【米山記念奨学委員会】 

      長谷川 衛 君 

 財団委員会同様に、伊藤会長の思

いから従来型の集金ス 

タイルから自主性に基づいてものに

変更しました。結果として寄付総額

157,500円の浄財をいただくことが出

来ました。 

【姉妹友好クラブ委員会】伊藤  健司 君 

 コロナ禍で予定していた台北七星RCへの訪問を断

念しました。参加表明をいただいたメンバーの皆様に

感謝申し上げます。昨年11月には、友好クラブである

花巻南RCの例会に10名を超えるメンバーで参加しお

互いの交流を深めました。その後の例会卓話では、姉

妹友好クラブの重要性や問題点を提起しました。 

【青少年奉仕委員会】増 正之 君 

 予定していた交通事故撲滅大作戦

は、市内関係機関の協力もあり3,000

人を超える市民にご参加いただき盛大

に終えることが出来ました。また市内

で青少年活動を展開しているサークル

ありんこ様へ支援金として援助させて

いただきました。 

【ゴルフ同好会】小金澤 和夫 君 

 花巻南RCでの親睦ゴルフ（11月）、第2780地区内

での親睦ゴルフ（9月）など楽しく、元気よく活動

しました。ご参加いただいたメンバーの皆様に感謝

申し上げます。 

【カラオケ同好会】長谷川 衛 君 

 今期はコロナ禍の影響もあり、同好会活動をする

ことが出来ませんでした。来年度は、この悔しさを

（バネに）歌声に変えていこうと思います。またカ

ラオケなしの楽しいイベントも現在企画しています

のでどうぞご参加いただければと思います。 

【釣り同好会】石高 誠一 君（代読：伊藤副会長） 

 同好会メンバー一同楽しく活動しています。今年

はその枠を超え、家族間で楽しめる企画を立案しま

したが実現出来ませんでした。来年度、親睦委員会

で“すだて遊び”を企画しています。「海」という

フィールドで会員のご家族様も楽しんでいただけれ

ば幸いです。 


