
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

6月 23日 34(7) 前々回 30 90.91 3  植松、田辺、森川 

6月 30日 34(7) 前回 32 96.97 1  植松 

7月  7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  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  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 

    8月   4日 (火） 12：00 2718 MYROTARY、ZOOMについて 

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

今 

後 

の 

情 

報 

  スマイルBOX    本日  ¥37,000 累計 ¥569,121 

委員会報告 

次年度クラブ会報委員会 委員長 相原聰君／委員会について 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／伊藤丸も何とか港に着く事が出来ました。冨岡会長エレク

トに、バトンタッチ出来る様です。本当に1年間会長幹事盛り立てて下さりありがとうございます。 

◆幹事 松川健治会員／おじいちゃんの在籍年数祝いありがとうございます。 

◆佐々木和夫会員／伊藤会長、松川幹事、一年間のお勤めごくろう様でした。伊藤会長は病気療養にもか

かわらずよくガンバリました。 

◆小金澤和夫会員／伊藤会長、体調の悪い中、1年間、御苦労様でした。又、松川幹事本当におつかれ様

でした。 

◆古木通夫会員／マスクをつけ忘れ、取りに戻ったので、電車に乗り遅れ、出席報告を籾山さんに代わっ

てもらいました。モミちゃん、ありがとう。 

◆宮東悠会員／伊藤会長、松川幹事、1年間ご苦労様でした。楽しい一年でしたよ！ 

◆武田茂会員／28年、皆出席祝いありがとうございます。 

◆籾山豊会員／伊藤会長、松川幹事はじめ、皆さん一年間ごくろうさまでした。 

◆増正之会員／1、伊藤会長、松川幹事、1年間御苦労様でした。1、中央林間一輪車クラブ 会長 大堀

陽子様、よくいらっしゃいました。いろいろご協力ありがとうございました。来期もよろしく。 

◆冨岡弘文会員／伊藤会長、松川幹事、コロナ禍という危機に際して献身的な御活躍に感銘しました。大

変お疲れ様でした。私も頑張ります。 

◆森川良三会員／誠実味あふれる伊藤会長、松川幹事、今年はとてもグッドでした。明日からは、お二人

供グッドラック！！ 

◆伊藤健司会員／伊藤会長、松川幹事、一年間おつかれさまでした。コロナ禍で大変な1年になりました

が、ゆっくりできる時はゆっくりお休み下さい。 

◆本田誠一会員／年度の締め、皆様お疲れ様でした。色々とあった今期、心折れそうな時も仲間があって

こそ乗り越えられたと感謝申し上げます。今宵の「お疲れさん」の宴が楽しみです。 

◆石髙誠一会員／コロナも少し終息に向かって来ました。これ以上広がらない様に願います。誕生日のお

祝い有難う御座います。会長・幹事、一年間お疲れ様でした。 

◆三浦高義会員／伊藤会長、松川幹事、一年間お疲れさまでした。伊藤会長、お帰りなさいませ！ 

◆花岡淳子（あつこ）会員／伊藤会長、病いをおしての会長職お疲れ様でございます。本当によく頑張ら

れたと思います。松川幹事、花岡の時から2年間、大変だったと思いますが、生前、花岡は、口ぐせの様

に「健ちゃんがいるから大丈夫」といつも言っていました。心強かったです。 

◆山田己智恵会員／本日は、中央林間一輪車クラブに真心の寄附をありがとうございました。子ども達も

喜んでくれると思います。又、コロナ関連で事業主向けの2次補正予算まで入れた支援内容をまとめたチ

ラシをお配りしました。参考にして下さい。 

◆細川康治会員／伊藤会長、おかえりなさい。お元気なお顔を拝見でき、とても嬉しいです。 

第 2714 回 2020 年 6 月 30 日(火）  

司 会/ SAA 武田 茂 君 斉 唱/ 「それでこそロータリー」 S. L. / 山田 己智恵 君  

ゲスト/中央林間一輪車クラブ会長 大堀 陽子 様 

会長の時間 
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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 

本日で会長の時間は最後となります。昨年の7月2日に就

任し、あっという間の一年でした。私は一年間を通して

奉仕について出来るだけ多く話をしてきたつもりです。 

第１例会に第6グループガバナー補佐保田様を早々に出席

頂きありがとうございました。又、青少年交換留学生の

島巻風花さんにもお越しいただきました。（台湾留学お

疲れ様でした。良い経験が出来たと思います。）滞りな

く第1例会が終わりました。前途洋々の伊藤丸の船出でし

た。 

古木通夫会員のスマイルを読むと「伊藤さんあまりハリ

キリ過ぎないで体に気を付けて下さい。」と現在の私の

事を一年前に暗示したスマイルでありました。 

古木さんは入院が17回近く、古木さんは強靭の肉体を持

ち不滅であります。私は11回目、まだまだ古木さんには

及びませんが皆さんに迷惑かけない様に注意し大和ロー

タリークラブの活動に取り組んでいきたいと思います。 

昨年、5月10日に花岡正会員、12月12日に岡田安二会員が

死去されました。大和ロータリークラブの活動を長きに

わたり尽力された二人の会員を失ったことは残念でなり

ませんでした。月命日が近いので通勤途中にお参りして

います。 

今月になり10日間の入院を余儀なくされました。せめて7

月に入ってからとお願いしたのですが体を優先致しまし

た。本田副会長始め会員の皆様には大変ご迷惑をかけて

しまい誠に申し訳なく思っています。私の推薦者の横澤

パスト会長は癌の闘病生活を一冊の小冊子に纏め卓話を

されました。20数年前は癌の告知もされることは殆どな

く、重い病気として捉えられていましたが現在では医療

技術の進歩により生存率も上がり、癌という言葉が一人

歩きをしている時代だと思います。 

私は6月2日例会が終了後、佐々木会員に北里病院に送っ

てもらい入院いたしました。翌日、ラジオ波焼灼術の手

術を行いピンポイントで癌を焼くというものでした。腸

等に手術器具が振れて火傷があると大変なので1週間食事

は点滴のみ6キロ痩せイライラし落ち着かない日々、体

力、筋力が落ち体の関節がいたくなりました。8日目にし

てＣＴ検査で問題が無いため食事もお粥から始まり9日目

に退院する運びとなりました。 

12日より放射線治療を始めました。今は身体に副作用等

なく日常生活に問題はありません。しかし体力がまだ戻

らずですが食事はおいしく食べられます。ありがたい事

です。焦らずゆっくり治療していくつもりです。 

本日の例会に出席でき感謝です。 

伊藤会長、一年間 

素晴らしい航海でした。 

【幹事報告】 

 ・最終理事会は18：30よりわさびで開催します。 

【ポスティング】 

・次第・週報・次年度絵画コンクールポスター      

【回覧】 

・やろう会出欠確認 

・タウンニュース（大和3ｸﾗﾌﾞ新年度人事が掲載され

ています） 

・アムダマインズ寄付について 



大和ロータリークラブ週報 

 卓話「会長、幹事一年を終えて」 

 

伊藤彦二会長 

第58代会長としての職務は本日の例会にて終わらせて頂きます。

会計報告は7月中に終わると思います。さて、先週のクラブ協議会の

補足させて頂きます。・SAA 武田会員の発想でゲームやクイズを短

時間で行って例会の雰囲気を盛り立てて頂き感謝しています。又、

北京飯店の東間慎吾さんは雅翔の時代、大和グランドホテル時代、

北京飯店の現在と30年に亘り大和RC例会場設置、そして各方面にき

め細かい対応して下さっておられます。先日は誕生日ということで

プレゼントを送らせて頂きました。・クラブ奉仕委員会 今年度は5

名新会員が入会致しました。植松会員には杉岡ガバナーよりバッジ

をつけて頂きました。クラブ会報は2年目の今年度も自前で発行出来

た事はクラブ会報委員会の努力だと私は思っています。委員の皆様

が時間を惜しまず製作にあたって頂きありがとうございます。・親

睦ロータリー家族委員会は昨年12月まで計画は遂行出来ましたが、

今年に入ってからは新型コロナの為、計画通り実行できなかったこ

とは残念に思います。次年度冨岡会長には引田会員・細川会員・畠

山会員の新会員3名の歓迎会を行って欲しいと話しています。・冨岡

委員長が候補者リストを作成し名簿に沿って次年度、次々年度に継

承することにより増強がおこなわれると思っています。今年度は結

果的には5名の入会、退会2名、純増3名でした。名簿には若い候補者

が多くリストアップされています。目標通り会員増強が出来ればよ

いと思っています。計画を立てて頂いた冨岡委員長ありがとうござ

います。・プログラム委員会についても昨年度末までは順調でした

が新型コロナウイルスにより外部からの卓話者の予定が全てキャン

セルとなりました。又、会員卓話も多くの会員に行って頂きたかっ

たです。三浦会員の「はちみつの話」は購入するとき非加熱である

ことが重要である。購入時の参考になりました。相原会員の「しご

と展について」は多才な方であることを改めて思いました。・職業

奉仕は1月に大和環境管理センターにて移動例会を実施。伊藤健司委

員長のもとゴミ問題を取り上げての企画でした。プラゴミで世間が

騒がれレジ袋も今年度中には有料化に向け進んでいます。見学をし

たことで再認識させられました。大和市指定のゴミ袋の中にさらに

幾重にもビニール袋の中にゴミをいれる為に、作業の方々が選別中

に怪我をしてしまう事もある様です。プラゴミは様々な条件があり

区別するのが大変の様です。分別をしないと協力企業からの援助が

受けられないとの事です。ゴミの出し方の意識をもつことが地球環

境問題に取り組むことになります。このような企画してくださり伊

藤健司委員長ありがとうございました。・社会奉仕は60周年に向け

て第1回絵画コンクールを開催致しました。予算計画上では例年の通

り大和市立小学校に図書を寄贈を中止にし作文・絵コンクール60周

年に向けて予算を１本化して且つ、題名を「第１回やまと児童絵画

コンクール2019「たのしい家族の風景」に決め市内の小学校に声を

掛けました。９校の小学校より327人の家族の絵が集まりました。会

員全員で審査を行い、白熱した審査のため時間も予定よりオーバー

になりました。最優秀賞3作品、優秀賞10作品、努力賞30作品を決定

致しました。11月17日（日）にシリウスギャラリーにて学校別に展

示そして表彰状授与式を実施。子供達の笑顔が印象的でした。喜ぶ

姿を見ると又来年も開催したいと思うのは私だけではありません。

この企画並びに進行していただいた相原委員長、武田画伯、会員の

皆様苦労も多かったと思います。ありがとうございました。・国際

奉仕は全体として寄付が集まりました。ロータリー財団・米山記念

奨学については松川幹事より報告していただきます。・姉妹友好ク

ラブ委員会より 花巻南RCに11月14日15日に訪問、本年度は顔の見

える交流が活かされる積極的に渉外活動をという考えでした。「わ

ざわざ出向く」ことが良い関係を築くことだと考えていました。大

和RCの会員13名で出席致しました。花巻南RCの会員の方々と、大和

RCの会員同士の友情深まる訪問でした。座間RC50周年記念式典は新

型コロナにより日程が定まらず、今年度は開催されず次年度の４月

１５日までに旧理事・役員にて執り行うとの事です。大和RCは親ク

ラブとして是非参加していただきたいとの事です。私も出来るだけ

出席したいと思っています。台北７星RCについては１２月より計画

を立てホテル・航空券の予約を済ませていましたが新型コロナの影

響で頓挫してしまいました。最近になり台北７星RCから33周年34周

年の創立記念式典参加を行う旨の連絡が入りました。2021年に台湾

にて国際大会が開催されるための処置で今年の6月末までに参加者を

募っています。私は出席する方向で話を進めています。台北７星RC

よりマスクカバー７０組が寄付されました。伊藤健司委員長よりお

礼のメールを送って頂きました。・今年度はハワイで開催の国際大

会も中止になり国際奉仕としてはロータリー財団・米山記念奨学に

専念することになりました。この寄付についても毎年１０月、１１

月に集めていましたが私の考えは善意の寄付ですから2019年7月から

2020年6月までの間に集めることに致しました。計画の80％以上達成

できたことは大変嬉しい事です。・青少年奉仕は社会奉仕と協力し

絵画展への行事に取り組んでいただけました。大和自動車学校・大

和中RCと協賛し交通事故撲滅大作戦を実施致しました。例会費の余

剰金を大和女子サッカークラブ・一輪車クラブに寄附をする。サー

クルありんこの活動の援助を行なった。・今年度は最近開催されて

いない行事2件を復活させました。大和3クラブ会長幹事で大和市長

訪問・市長と懇談大和市内にある奉仕団体として大和市が我々に何

を求めているかを直接聞き、出来る事は協力していきたい。4クラブ

合同例会について、以前は行われていましたが現在は行われていま

せん。近隣ロータリアン同志が集い交流することは良い事だと私は

思っています。近隣クラブに声を掛けたところ賛同を得ましたので

順番を決めての開催出来る運びとなりました。大和RCがホストにな

り北京飯店で約95名のロータリアンが集いました。・大和市が市内

に寄贈した物、又ネームが入っている看板、それらを修理修復した

事の報告歴代の年度に寄贈した物を松川 幹事と調査大和市制40周

年に寄贈した大和駅前の時計台、武田会員がデザインし、当時はス

テンレスの棒が20本ぐらいのオブジェであり、製作費が300万円位で

した。現在では時計台のポールの上に大和RCのマークがついている

だけです。私は月に数回、手の届く範囲で清掃を行っています。大

和市役所正面入り口入って左側に寄贈した木製の大きなケースの下

に大和RCのマークが入っています。市役所に出向く時には掃除を

行っています。2001年夏に泉の森公園を清掃したときに3か所看板を

設置しました。今は殆ど朽ちていますので原田会員に見積もりをお

願いしていますが私の任期が本日で終わってしまいますので予算上

の問題からこれは出来ませんでした。（青木年度社会奉仕委員会で

行った事業です。）泉の森公園の中にあります台湾の陵内に約20年

前に桜の木を植樹しました。鍵がかかっているので清掃が出来ませ

ん。（穐山年度の植樹です。）引地台公園内に植樹した被爆2世の銀

杏の木がサッカーボールなどにより折れて朽ちてしまいました。そ

こで公園管理の方と相談し広島RCから新しい苗木を送って頂く事に

しましたが、担当者の方が病気のため10月ぐらいになり今年の3月前

後に植樹が望ましいとの事なので3月に植えました。現在では葉が約

50枚程ついていてすくすくと生長しています。ボールが入らない様

に上にネットを張りました。私は通勤途中に水やりをしながら見

守っています。大和RC活動の証ですので時間がある時にはご覧下さ

い。・大和商工会議所内の地下に預けてあった大和RCの物品を昨年

末、宮東会頭が離任に伴い今年3月までに処分してほしいとの事でし

たので冨岡エレクト・松川幹事と私の3人で整理し処分致しました。

処分は伊藤製作所の倉庫に持ち込み私が1ヶ月かけ分類し処分致しま

した。ロータリーは個人奉仕と私は考えています。皆様にあまり強

要しないことを言ってきたつもりです。この一年間、本当にお世話

になりました。国際ロータリー114年の歴史上、数か月にわたり活動

が中止になったことは初めてでした。私は良いも悪いも大和ロータ

リークラブの歴史に名をのこす会長になりました。会長を引き受け

た時の健康面より心配致しましたが皆様のご協力、励ましにより大

役を全うできました。改めてお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 

祝！ 誕生日 ＆ 各祝い 

松川健治幹事 

 

中央林間一輪車クラブ 会長 大堀 陽子 様 

寄付金の授与式を行いました。 

中央林間一輪車クラブにつ

いて詳しくは左のQRコード

を読み込んでください。 

この一年間は非常にロータリークラブにとって非常に

大きな波が二つありました。 
・規定審議会による定款細則内規の変更。 
在籍年数の長い会員の皆様は特に驚きがあったことと

思います。 
この規定審議会による変更により他のクラブでは分裂

の危機などもあったようです。職業分類撤廃や公職、

主婦でも入会可能により入会のしやすさが増しました

が、1業種1名の考えからすると驚きの変更でありまし

た。ロータリーの敷居が下がったのではなく、ロータ

リーの考えを広めるために門を広げたという風にとら

えています。メーキャップも年度内OKとなりまし

た。もうひとつの波はコロナ影響による変化です。

（バーチャル国際大会や地区協、会長幹事会、例会

（出席）とする、地区としてもこの変化を受け入れて

います）代わらざる負えないし、変わらなければ生き

残れないのかも知れません。ロータリーは顔を見合わ

せてという基本的な部分は残しますが、少しずつこの

部分はメールやデータなどまたはZOOMなどのほうが

便利な部分は利用したりする事で、入会者も溶け込み

やすいなど、変化が起きてくると思いますので、柔軟

に対応できるよう準備が必要なのかもしれません。 
会員の皆様には感謝でいっぱいです。暖かく見守って

頂きありがとうございました。伊藤会長ありがとうご

ざいました。体調が万全ではない中共に歩むことが出

来幸せでした。事務局は大和RCの顔でもあります。幹

事を経験するとわかります。今後も事務局松山さんの

負担も考えながら、大切にしていきたいと思います。

会場の北京飯店の再開が出来たことに感謝し、そし

て、東間さんしばらくの間、再開後はお一人で大変な

中だと思いますが、ありがとうございます。これから

もよろしくお願いします。いろいろな方に支えられ大

和RCは成り立っていることを再確認致しました。 
 
会長や幹事になる事の違いは、会長幹事はやはり他ク

ラブとの交流が増える。このつながりが財産であり、

全てだと思います。偶然2019-2020会長幹事となった

みなさんとは、運命のようなところも感じますし、出

会いに感謝しています。 
幹事を受け、期間は一年半ほどではありますが、今年

度は休会が多くなりましたので、合計で丁度一年かな

と思います。花岡幹事よりバトンを受け、よちよち歩

きから、義務教育終えたぐらいになったかなと思いま

す。会員のかたとお話をする機会も増え自分にはない

考えもあり、とても勉強になりました。会長にはいろ

いろなところで気配り、アドバイスを受け助かりまし

た。不意の質問にドキッとすることもありましたが、

最終例会は必ず出席すると強い意志の元、伊藤会長と

このように一年を終えることが出来てよかったです。

会長下りた後気が抜けてしまわないかなと少し心配で

す。 
冨岡会長の動きやすいよう皆さんでサポートし、三浦

幹事もわたしのように終えた時に良かったと思えるよ

うに出来る範囲でサポートしていきたいと思います。

いろいろ不手際などあったと思います。伊藤号は航海

を終えますが、次年度が始まるまでが任期だと思いま

すので、もう少しお付き合いください。そして、昨年

に古川、花岡号の幹事を引継ぎ、今年度伊藤号にご乗

船頂き皆さんありがとうございました。 
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