
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

7月  14日 34(7) 前々回 30 90.63 3 籾山・原田・植松  

7月  28日 34(7) 前回 26 83.87 5 田辺 川本 原田 植松 引田   

8月  4日 34(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥22,000 累計 ￥76,000  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

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

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

    9月  1日（火） 12：30 2720 ガバナー公式訪問 第3回クラブ協議会 

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

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 

プログラム委員会、青少年委員長 松川健治会員／例会後、青少年奉仕、社会奉仕委員会開きます。よろ

しくお願い致します。 

 

                                                  

◆大和中RC 会長 北砂明彦様 幹事 野口宏様／

例会の貴重なお時間を頂き誠にありがとうございま

す。新しい生活様式でのロータリー活動となります

が、貴クラブの益々のご発展を願っております。 

◆会長 冨岡弘文会員／明後日、川本さんの徳洲会

で、人間ドックをやってきます。口の中からおしり

の奥まで、徹底的に調べてもらって来ます。 

◆幹事 三浦高義会員／大和中ロータリー

クラブ、北砂会長、野口幹事、本日は

お越しいただきありがとうござい

ます。 

◆眞鍋藤正会員／5月に肋骨を

折りまして、その後遺症で、

胸に水が溜まり呼吸困難にな

り、慌てて徳洲会病院に駆け

込みました。院長先生の格段

のお計らいにより美人の女医

先生が担当になったものです

から、つい長居をして48日目

に三途の川の渡し賃はない

し、お花畑も見れないので、そ

ろそろ梅雨も明けるだろうと退院

させていただきました。入院中は多

くの方にご心配をおかけして申し訳ご

ざいません。ロータリークラブの年度末と年度

初めに休みまして、伊藤パスト会長、冨岡会長のご

両名には、心からお詫び申し上げます。86年間、

ぼーっと生きてまして、生まれて初めて病気で入院

しました。今まで来なくて良かったと思いました。 

◆古木通夫会員／長い梅雨で、キューリ、トマトは

充分元は取れましたが、ナスは日照不足で赤字で

す。 

◆伊藤彦二会員／眞鍋会員退院おめでとう。これか

らはベッドから落ちないように。 

◆伊藤健司会員／北砂会長、野口幹事、ようこそ大

和クラブへ！ 強の組み合わせですね。細川さん、

本日のイニシエーションスピーチ、楽しみにしてい

ます。 

◆石髙誠一会員／段々と暑さが増してきま

したが、皆さん熱中症には十分注意

して下さい。すだて遊びの所で潮

干狩りなども出来ますので楽し

みにして下さい。 

◆花岡淳子会員／眞鍋先生、

ご退院おめでとうございま

す。やはり、このテーブル

には、無くてはならない方

ですね。先週、8人目の孫が

生まれました。これで各家

庭、二人ずつの子持ちになり

ましたが、3巡目に入って行く

可能性が出てきました。 

◆山田己智恵会員／本日、戸張さ

んがお仕事のため、代打でスマイル

デビューとなりました。よろしくお願

いします。眞鍋さん、ご退院おめでとうござ

います。又、大和中ロータリークラブ、北砂会長、

野口様、本日はようこそおいで下さいました。 

◆細川康治会員／本日、マイロータリーについての

話しをさせて頂きます。お聞き苦しいとは思います

が、お付き合い下さい。ご不明な点は、いつでも質

問して下さい。 

 

山田会員のスマイルボックス 
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第１回クラブ協議会では、総ての委員会と同好会について、本年

度の取り組みについて発表してくださいました。皆様の真摯な姿

勢に感動するとともに、会長からの依頼事項にもご配慮いただき

感謝します。 

前回も触れましたが、大和クラブは他のクラブと比較しますとい

ささか委員会の数が多いようです。委員長と副委員長を合わせる

と４０名近い方々にお引き受けいただけるようにお願いした苦労

話に、同情して貰えたら嬉しいです 

一方では、理事会メンバーを選定するにあたっては、副会長や会

計と言った委員会とは別のポストも重要となります。会長幹事

が、一年間頼りにする方々なので委員長ポストとの組み合わせが

キモになります。 

委員長が大勢で大変な点を述べましたが、良い点もあります。前

回の発表を顧みると、皆さんが責任感を持って頂けていると感じ

ました。会社でも地域でも「当事者意識」が無いと他人任せで成

果を得られず、 後は詰まらなくなってしまいます。年度開始前

にお願い事をしてきた成果を得られ、良い一年になるものと確信

いたしました。 

 

本日は例会前に、第２回定例理事会がありました。因みに例会後

には絵画コンクールについて社会奉仕と新世代奉仕の方々の打ち

合わせもあります。理事会で決まった重要なことを報告すると、

コロナ禍への不安が依然として高い現状から、当分の間、欠席者

を出席扱いとします。勿論、事前の連絡が望ましいのは言うまで

もありません。お弁当を無駄にしないためにも重要ですが、世情

に配慮した決定です。 

次に、家族の看護の為に上半期の例会への出席が不可能な会員

に、出席免除と、会費の減額を特例の運用規定に従って認めるこ

とを決めました。事情に配慮しロータリアンを続けて頂きたいと

の配慮です。 

 

さて、先だってタウンニュースの取材を受けました。記事になっ

たものが届きましたので回覧して頂いています。あれこれ聞かれ

て１時間以上喋ったので、紙面の半分ぐらい記事になるかと思っ

たら、こんなもんでした。お笑いください。 

 

 

 

 

【幹事報告】 

・ガバナー月信の配信方法について（事務局に届く部数：

30冊（事務局含）） 

 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・第1回議事録 

・ガバナー月信※ 

                            

【回覧】  

・笹倉鉄平版画ミュージアム やまと子ども絵画大賞の開

催案内 

 

 

三浦 高義 幹事 

2020年7月28日発行・編集：相原 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 冨岡 弘文 幹 事 / 三浦 高義 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 本田 誠一  副幹事 / 伊藤 健司 

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： 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 2717 回 2020 年 7 月 28 日(火) 

     司  会  /   SAA  吉岡 善一 君  

    斉  唱 / 「四つのテスト」   

    Ｓ.Ｌ.   /   山田己智恵君     

    ゲ ス ト  / なし 

    ビジター  / 大和中 RC 会長 北砂明彦 様 

                幹事 野口宏 様  

 

 

大和中RC 

野口幹事 北砂会長訪問  

やっと目が開いた三浦幹事  



 皆様こんにちは。本日は例会の貴重なお時間を

頂き、マイロータリーに関して少しお話をさせて

いただきますのでよろしくお願い致します。 

表を見ていただいてお分かりかと思いますが、大

和は、第6グループの中で一番登録率が低いで

す。他のグループとも比較しても下位の方になっ

ています。 

本日の話で、マイロータリーに興味を持っていた

だき一人でも登録していただく方が増えるといい

なと思っております。 

 この中で、昨年の12月に行われた新会員の集い

に、参加された方はいらっしゃいますか？ 

私、アトラクションで、サザンオールスターズの

勝手にシンドバッドの替え歌を披露しました。カ

ラオケ同好会に入れていただいておりますので機

会があれば披露させて頂けたらと思いますが、お

手元に歌詞をお配りしましたが、多くの方がその

ように感じていると思います。 

マイロータリーとは、ロータリーの活動や地区・

クラブ運営に必要な情報やデータを随時入手でき

る便利なシステムだったり、その中にあるクラブ

セントラルは、会長、幹事、事務局の方への強力

なサポーターとなったり、クラブや会員の現在・

過去・未来をデータ化して保存していく事によっ

て、クラブ運営の省力化、会員への平等な情報を

開示したり、他クラブやグループ、また国際ロー

タリーの 新情報を把握することができたり、

ロータリーに関するありとあらゆることがパソコ

ンやスマホで、いつでもどこでも調べることが出

来る万能なツールです。 

とはいってもわからないと思いますので、具体的

に見ていきたいと思います。 

 マイロータリーは、今の皆様のお役に立つのは

勿論、41年後の大和クラブ100周年の時のまだ見

ぬ後輩の方々のためにもあると思っていただけた

らと思います。 

 続きまして実際の登録方法ですが、お手元の資

料を使ってお話ししたいと思います。 

以上で終了ですが、私、地区のクラブ管理運営委

員会に出向していて、その委員会がマイロータ

リーに関してのこともやっていますが、まだまだ

見たことのない物が沢山あります。 

まずは是非登録していただき、見ていただき、

「こんなものがあったよ。こんな便利なのがあっ

たよ」等教えていただきながら、活用方法を皆様

方と一緒に考えていけたらと思っております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

                                           
    本日の主題：卓話 

「My ROTARYについて」 

今年度の活動方針：

  細川 康治 会員 

 

 地区クラブ管理運営委員 

眞鍋会員 退院・お誕生日おめでとうございます。 

 皆様、こんにちは。私も畠山さん、引田さん

同様2回目のイニシエーションスピーチになり

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

皆様ご存知のように私は座間ロータリーに15年

ほど在籍していましたが、仕事の関係でどうし

ても水曜日の出席が難しくなり、悩んだ結果、

同期幹事の富岡会長や同期会長の武田さんに相

談させていただき、昨年度の伊藤会長ほか皆様

のお陰で大和ロータリークラブに転籍させてい

ただきました。本当にありがとうございます。

新人のつもりでいちからもう一度ロータリーを

学ばせていただきながら、皆様方と楽しんで

ロータリー活動をしていきたいと思っておりま

す。 

 さて、私は、昭和39年に生まれました。東京

オリンピックの年です。1歳前後で今の二俣川

に引っ越しましたので、今の家の記憶しかあり

ません。 

小学校中学校は地元の公立学校に通い、高校は

鎌倉学園、大学は中央大学を卒業いたしまし

た。サントリーフーズという会社に勤めている

ときに、プルデンシャル生命からリクルートを

受け、1991年1月、ちょうど湾岸戦争が始まっ

た時に、この業界に入れていただきました。そ

の後、18年間営業を続けていましたが、新規事

業を立ち上げた住友生命の方から声をかけてい

ただき、2年間所長を経験いたしました。た

だ、外資系と純日本社とは、考え方ややり方等

様々なことが違っていて、悩んでいた時に今の

会社の支社長の方とたまたま知り合う機会があ

り、「それならもう一度営業をやられたら」と

誘っていただき、ジブラルタ生命に入れていた

だくことになりました。結局 初のプルデン

シャルグループに戻ることになり今に至りま

す。 

今年でこの業界30年目です。たまたまですが、

純粋な外資系、純粋な日本社、そして外資と日

本のハーフの会社と全て中から見ていますので

色んなことがわかると思っておりますのでどう

ぞよろしくお願い致します。 

 プルデンシャル生命時代、異業種交流会を探

しているときに、先輩から「細川はお酒飲めて

タバコ吸うから、青年会議所がいいんじゃない

か」と言われ、座間青年会議所に入会させてい

ただきました。伊藤君と同期の理事長をさせて

いただき、その流れで、青年会議所の先輩から

お誘いいただき、座間ロータリーに入れていた

だきました。 

増さん富岡さんの時に幹事を、佐々木さん吉岡

さんの時に1回目の会長を、武田さん森川さん

の時に2回目の会長をさせていただきました。 

2回も会長やっているので何でも知っていると

思われがちですが、何にも知りません。そんな

私ですが、どうぞよろしくお願い致します。 

 後になりますが、クラブによって色々違う

んだなと感じております。今は、火曜日に例会

に行くのがとても楽しみです。入れていただい

て本当にありがとうございます。今後ともよろ

しくお願い致します。 

 

職業に、人生にロータリーを活用しよう 

   「イニシエーションスピーチ 」 

 武田会員 今日のクイズ 城あてクイズ  重要文化財 と 国宝 

武田会員 今日のクイズ 
国宝 松本城 


