
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

7月  7日 34(7) 前々回 30 90.91 3 森川・原田・引田 

7月  14日 34(7) 前回 29 93.55 3 籾山・原田・植松  

7月  28日 34(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥19,000 累計 ￥54,000  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    8月   4日 (火） 12：30 2718 職業奉仕卓話 2題 

    8月  18日 (火） 12：30 2719 「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に備えて」 

    8月  25日（火） 12：30 2720 第1回クラブフォーラム 

    8月  11日（火） - -  休会 取止め例会祝日週：山の日8/10 

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 

・親睦委員会 石髙誠一会員／すだてについて 

・プログラム委員会、青少年委員長 松川健治会員／8/4マイロータリー、ＺＯＯＭについて。7/11財団セ

ミナーが9月に変更。産業フェアが中止。絵画コンクール協賛金について。 

・ＳＡＡ 吉岡善一会員／ＳＡＡの委員会を開催します。7/21（火）15時南林間駅前カフェミモザです。 

・ スマイルＢＯＸ委員会 委員長 戸張美穂会員／本日、例会後、今年度活動計画について委員会を行い

ますので90分例会の後で，お忙しい中、申し訳ありませんが、委員の皆様、よろしくお願い致します。 

・職業奉仕委員会 委員長 相原聰会員／職業奉仕委員会の開催 ７月14日（火）例会後 

【その他報告】 

 大和青年会議所 北島理事長に大和応援プロジェクトのクラウドファンディング 事業報告をしていただ

きました。 

 

◆大和田園RC 会長 中村義雄様 幹事 塩

田正雄様／本日は、年度初めの挨拶に伺いま

した。一年間宜しくお願い致します。今日

は、密をさける為、ごあいさつだけで失礼致

します。 

◆大和青年会議所 北島隆太郎

様／会長就任、誠におめでとう

ございます。当会議所の事業

にご協力、誠にありがとうご

ざいました。 

◆会長 冨岡弘文会員／やろ

う会の2次会へ石髙さんに

誘って頂き、大和で初めてカ

ラオケを歌いました。あつ子姐

さんの歌が聴け、長谷川夫人の

バックダンサーを務めることもで

きて、ハッピーでした。 

◆幹事 三浦高義会員／大和田園RC 中村会

長、塩田幹事、大和青年会議所 北島理事

長、陳様、本日はお越しいただき、ありがと

うございます。 

◆松川清会員／冨岡会長、三浦幹事、本年度

もよろしくお願い致します。 

◆古木通夫会員／雨、なんとかして欲しい！ 

◆増正之会員／7月13日現在の大和市のコロナ

ウイルス感染者が、今日3人増え、計51

名になりました。 

◆伊藤彦二会員／先日の「やろう

会」女性が多いと本当に楽しい

雰囲気になります。 

◆伊藤健司会員／北島理事長

を始めとする大和青年会議所

のメンバーの皆様、ようこそ

いらっしゃいました。時間の許

すかぎりお楽しみ下さい。 

◆本田誠一会員／昨日は、父親の

27回忌、自分が42才の時の別れで

した。「しっかりしろ」と自らに言い聞かせ

今があります。父の口癖は、みんな明るく、

仲良く、元気でした。 

◆細川康治会員／各委員長様の「年度計画発

表」楽しみにしております。 

 

戸張会員のスマイルボックス 
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先週の第一回例会では、本年度クラブ活動計画書をお届けし、会

長の活動方針を中心にご説明しました。 

また、記事の順序や内容について、従来と比べて変えてみた点を

中心に確認して頂き、 後には名簿を見ながら、皆さんのお名前

を改めて読ませて頂きました。 

スマイルが沢山集まり、前会長幹事を慰労する言葉と共に、私共

への激励のメッセージを頂戴して感激しました。 

野郎会には、道岸さんをはじめ、多くの方に参加頂き、前会長幹

事に感謝を伝えることが出来ました。 

アトラクションもビックリドッキリで、大いに盛り上がり、武田

委員長をはじめ、ご準備頂いた親睦委員会の皆さんには感謝申し

上げます。 

ところで、メールFAXで通知しましたように、計画書の委員会メ

ンバーに誤植がありました。担当につき変更を決めていたのに、

私が原稿の差し替えでミスをしたのが原因です。 

ご本人にご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。 

さて、本日は第一回クラブ協議会です。 

本日も活動計画書を使います。 

各委員会ごとの計画を、皆さんで共有したいと思います。 

協議会については、以前は例会終了後に行っていましたが、本年

度は事前に例会時間を30分延長する取り組みを考えました。勿

論、早く終わればそこで閉会です。 

ところで、大和ロータリークラブは委員会の数が多いとお気づき

ですか？ 

先週、会長幹事会があり、海老名欅クラブの会長と話をしました

が、あちらは全部で6つの委員会だそうです。 

メンバーが36名なので各委員会は6名づつ。 

一方、当クラブは19もあり、委員長と副委員長を述べ38人にお願

いしなければなりませんでした。 

今年IMと60周年の委員会もあります。会計、会計監査、副会長、

SAAなどなど34名のメンバーに50近い役職を 

先ほど説明した私のミスについても、同情していただけましたで

しょうか？ 

次年度に向け、本田エレクトと組織改革の話ができればと思って

います。 

 

 

 

 

【幹事報告】 

・7/21（火）は祝日週のため取止め例会となります。 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・クラブ活動計画書 訂正ページ 姉妹友好クラブ9ページ、38

ページ 

・すだて 

・ガバナー月信 

・職業奉仕・会報委員会資料 

・絵画コンクールポスター 

【回覧】  

・すだて出欠表 

・大和市国際化協会 Pal 

・第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

・the rotarian  

 

三浦 高義 幹事 
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【大和ロータリークラブ活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう】 

会長の時間 冨岡 弘文 会長 

幹事報告 

第 2716 回 2020 年 7 月 14 日(火) 

     司  会  /   SAA  吉岡 善一 君  

    斉  唱 / 「四つのテスト」   

    Ｓ.Ｌ.   /   戸張美穂 君      

    ゲ ス ト  / 大和田園 RC 会長 中村義雄様 

                 幹事 塩田正雄様  

    ビジター  / 一社）大和青年会議所 理事長 北島隆太郎様  

                    専務理事 陳 勝様 

田辺会員 Web 参加 



                             

 

 

 

それでは、只今より第1回クラブ協議会「年度計画発表」

を行います。まず初めに、冨岡会長より一言お願いしま

す。 

 

【冨岡会長】 

 皆さん、こんにちは。本日は前もってアナウンスさせ

ていただいた９０分例会を利用してのクラブ協議会「年

度計画発表」です。９０分ということで出席率を懸念し

ていましたが、沢山の方々にご出席を賜り感謝申し上げ

ます。それでは宜しくお願いします。 

 

【クラブ会計】 花岡 淳子 君 

 ロータリー経験も少ない会計担当です

ので、真摯に真面目に取り組んでいきま

す。メンバー皆様のご協力を宜しくお

願いします。会費は期限までに納入の

程宜しくお願いします。 

 

【S.A.A】 吉岡 善一 君 

 S.A.A（会場監督）は、例会の進行管

理および例会場内の秩序維持を任務と

します。例会の品位、威信を高め、来

訪者が良い印象を持ってお帰りいただ

けるように努力します。 

  

クラブ管理運営部門 

 

【クラブ奉仕委員会（クラブ管理運営部門担当）】 

佐々木和夫 君（代読：冨岡会長） 

 クラブ奉仕委員会は、クラブの「運営」に係る各１１

の委員会の集合体であり、クラブを円滑に機能させるた

めに存在する委員会です。委員長として、ロータリアン

にとって居心地の良いクラブとなるように努めます。 

 

【出席委員会】 眞鍋 藤正 君（代読：冨岡会長） 

例会成立要件として出席者数の確認を例会時に発表しま

す。例会に出席してこそロータリーが楽しめます。今年

はコロナ禍により、ZOOMなどを用いた例会出席も認めま

す。 

 

【クラブ会報委員会】 相原 聰 君 

 コロナ禍の下、新しい生活、活動様式にむけた情報発

信構築を推進していきます。クラブ会報委員会は、「品

質の向上」「負担の軽減」「効果的な発信」の３つの視

点に対して変革を試みます。具体的には、毎回の週報作

成と並行して、伝えたい記事を選定し、ホームページや

フェイスブックなどにWEB発信を行います。また週報作成

で得た社会資源（会員各自の業務内容や特筆すべき卓話

など）をロータリー外（社会）との連携システムを構築

します。 

 

【親睦・ロータリー家族委員会】 武田 茂 君 

 自身の直感を大切に「楽しいこと」を積

極的に実施します。入会の浅いメンバー

を中心に皆様が元気に楽しく参加できる

プログラムを計画します。現時点では、

8月すだて遊び、１１月絵画コンクール、

１２月クリスマスパーティー、３～４月バス旅行です。 

   

【会員選考委員会】 籾山 豊 君（代読：冨岡会長） 

 国際ロータリーのクラブ定款、クラブ細則、クラブ内

規が一部変更されました。新しい「手続き要覧」の熟読

をお願いします。 

 

【会員維持委員会】古木 通夫 君 

 自身の事業がしっかりしているのが

「ロータリー活動」の基本です。コロナ

禍で多くの企業、私たちの仲間が苦難

に直面しています。ロータリークラブ

創始の精神に立ち返り、「今、自分たち

は何が出来るか」を考えていきたいと思います。 

 

【会員増強委員会】本田 誠一 君 

 会員増強はクラブ運営の根幹であり、全

ての委員会と関りを有しています。私た

ちの諸活動が対外的に効果的に発信さ

れ、人に興味を抱かせ、入会に繋がるよ

うに委員会活動を心掛けます。クラブの近

未来を会員一同で作り上げます。ご協力の程宜しくお願

いします。 

  

【プログラム委員会】 松川 健治 君 

 今年度は、IMそして第二回絵画コンクー

ルが予定されています。会員の皆様のご

協力を宜しくお願いします。例会の時間

を活用して、職業奉仕委員会と協働で

「会員ミニ卓話」を適宜実施します。 

  

【公共イメージ・雑誌委員会】 川本 龍成 君  

 大和RCのプロモーション活動を各委員会

と協働して積極的に対外発信していきま

す。皆様のご協力を宜しくお願いしま

す。 

 

【スマイルBOX委員会】  戸張 美穂 君 

 若輩の私が委員長を拝命し緊張していま

すが、メンバーの若い感性とアイデアを

活かして“出したくなるスマイルBOX”

で一年間盛り上げて行きたいと思いま

す。 

  

                                           
本日の主題：第１回クラブ協議会 

「年度計画発表」 

今年度の活動方針：

司会進行 三浦高義幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職業分類委員会】 松川 健治 君 

 職業分類表の作成を基に、会員増強委員会と連携し

て未充填職業を埋めるという観点で会員増強の一助と

なる活動を展開します。 

 

【クラブ研修委員会】 古川 毅 君 

 冨岡会長の方針に基づき、新会員を含めた炉辺会合

を適宜実施します。  

 

奉仕プロジェクト部門 

【職業奉仕委員会】  相原 聰 君 

 コロナ禍の下、新しい生活、活動様

式にむけた情報発信構築を推進してい

きます。委員会としてのテーマは「ク

ラブ会員の職業奉仕卓話による相互理

解」「さまざまな職業の方と語る会～高校版」です。

クラブ会員の「職業奉仕」を社会資源と捉え、ZOOMな

どのツールを積極的に活用して多くの会員に聴講いた

だく機会を創出します。また卓話動画のWEB配信（ユー

チューブ）など対外的なアピールを意識した活動を展

開していきます。 

 

【社会奉仕委員会】  増 正之 君（代読：冨岡会

長） 

 本年度は、①献血事業への協力②交通事故撲滅大作

戦の実施協力（＊コロナ禍で中止） 

③絵画コンクールの実施協力です。皆様のご協力を宜

しくお願いします。 

 

【国際奉仕委員会】田辺研一郎君（代読：冨岡会長） 

 会長方針に従い、財団・米山・姉妹友好の３小委員

会が、実りある活動が出来るように、委員全員が協力

する。 

 

【ロータリー財団委員会】古川 毅 君（代読：冨岡

会長）  

 会員へロータリー財団奉仕活動に理解を頂き、財団

へ積極的な寄付を進めます。 

 

【米山記念奨学委員会】 森川 良三 君 

 コロナ禍で大変な時代です。敬愛する

冨岡会長、三浦幹事のため、「こんな

時代だからこそ」をスローガンに、皆

さんに頭を下げて回りますので宜しく

お願いします。 

 

【姉妹友好クラブ委員会】 伊藤 彦二 君 

 台北七星RC,花巻南RCとの「友情」は、

大和RCの財産です。県外を越える移動

制限など、コロナ禍の厳しい社会情勢

ですが、互いの「友情」を懸け橋に出

来る交流を現在模索しています。台北

七星RCへは来年６月国際大会への訪台、花

巻南RCへは本年１０～１１月の訪問を計画していま

す。 

 

 

 

【青少年奉仕委員会】 松川 健治 君 

 １１月の絵画コンクールやIMなどの機会を活用し、

市内の青少年団体であるサークルありんこ、中央林間

一輪車クラブ、米軍小学生和太鼓クラブ等の連携を深

めていきます。 

 

【IM実行委員会】佐々木和夫 君（代読：冨岡会長） 

 IM（Intercity meeting）は都市連合会と訳され、都

市間のロータリアンが一堂に会し、ロータリー情報を

学び、親睦を図る会合です。本年はコロナ禍の状況

下、辻AGと協議を重ねて、本年１０月を目途に実施の

可否を決定します。 

 

【６０周年準備委員会】 本田 誠一君 

 ６０周年を夢見て亡くなられた花岡会員の強い思い

を背中に、メンバー皆さんと共に素晴らしい機会を創

出していきます。メンバー皆様のご協力を宜しくお願

いします。 

 

【ゴルフ同好会】 小金澤和夫 君 （代読：武田 

茂 君） 

 同好会、一回目のコンペを花巻訪問で実施したいと

思います。どしどしご参加下さい。 

 

【カラオケ同好会】 長谷川 衛 君 

 昨年度は、コロナ禍の影響もあり一度

も開催出来ませんでした。本年度は、歌

声を出さずにメンバー皆様と楽しめる

「夜の集い」を現在企画中です。（横浜西

口方面） 

 

【釣り同好会】石高 誠一 君 

 私の願いは、「海・釣り・仕立て船」

というキーワードで家族のみんなが一緒

になって楽しめる場を創造することで

す。今年度は、親睦委員会と協力して「す

だて遊び」を実施します。メンバー、ご家族皆様のご

参加をお願いします。 

 

【食べ歩き同好会】 本田 誠一 君 

 私は、「人に好き嫌いがない。」のと同様に、「食

べることにも好き嫌いがありません。」 

これは人に嫌いな食べ物を強要するということではあ

りません。皆さんが美味しいと思うものをどんどん食

べ歩いて楽しみましょう！ 

 

【総 括】 冨岡会長 

 ９０分例会という長時間の例会でしたが、各委員

長、同好会会長の素晴らしい計画案が発表されまし

た。これは、委員会活動と直接関連のない方にも他委

員会の情報が共有され、会員全体で良い意識づけに繋

がったと思います。これからもどうぞ宜しくお願いし

ます。 

 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

 

 

 

 

 

 


