
例会日 会員数 出席 出席％ 欠席 欠席者名 

8月  4日 34(7) 前々回 26 81.25 7 伊藤（健）、森川、田辺、川本、原田・植松 

8月  18日 34(7) 前回 29 85.29 5 川本、原田、植松、畠山、田辺、 

8月  25日 34(7) 本日 

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

  スマイルBOX 本日  ￥21,000 累計 ￥132,000 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

 9月   1日 (火） 12：30 2721 ガバナー公式訪問 第3回クラブ協議会 

   9月  8日（火） 12：30 2722  卓話「読んでますか？ロータリーの友」 

 9月  15日 (火） 12：30 2723 卓話「IM中間報告」 

 9月  22日（火） - — 取止め例会（祝日週） 

今 

後 

の 

情 

報 

【委員会報告】 
親睦委員会委員長武田茂会員／ 

8/7すだての件。参加できなかった方へノ

リのお土産を配ります。 

青少年奉仕委員会委員長松川健治会員／ 

8/27（木）14時～FM大和にて絵画コン

クールの宣伝を致します。 

            

◆RI 第2780地区 第6Gガバナー補佐 辻彰彦様（大和中

RC）／皆様、こんにちは！！暑さに負けていない方ばか

りで安心いたしました。さて、本日は、9月1日のガバ

ナー公式訪問の前段として、地区の方針、考え方を少し

お話しさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上

げます。 

◆座間RC 磯部芳彦様／大変ご無沙汰しており

ます。本日お世話になります。 

◆会長 冨岡弘文会員／「すだて遊び」

は、本当に楽しかったです。私は大漁

で家族にも喜ばれました。参加された

皆様、親睦委員会の皆様、ありがと

うございました。辻ガバナー補佐、

本日は宜しくお願い致します。 

◆幹事 三浦高義会員／本日は、辻

ガバナー補佐、お越しいただきあり

がとうございます。 

◆松川清会員／毎日、毎日の猛暑には

言葉が有り・・・ませんね。コロナ、

暑さにも負けず頑張りましょう。 

◆増正之会員／ガバナー補佐 辻彰彦様、

御苦労様です、今日は宜しくお願いします。

大和市のコロナ感染者8月17日現在、94名になりまし

た。お互い3密は守りましょう。 

◆古木通夫会員／日々の日課！コロナ対策と熱中症対策

だけ！ 

◆伊藤健司会員／辻AG本日はよろしくお願いします。磯

部さん、大和クラブへようこそお越し下さいました。ご

ゆっくりお楽しみ下さい。 

◆本田誠一会員／すだて、本当に楽しかったです。鯛の

さばきは苦労しました。今日は、辻ガバナー補佐のお話

し、期待しています。 

◆石髙誠一会員／すだて遊びに参加された皆さんお疲れ

様でした。今後もすごく暑い日が続きますので、くれぐ

れも熱中症には気を付けて下さい。 

◆花岡淳子会員／BS放送の空港ピアノ、駅ピアノの番組

に触発されピアノが弾けたらステキだなと思い、9月から

月1～2回程度、発表会なしの条件で個人レッスン

を受けることになりました。続けて行けるか

自信はありませんが、ひとまず、チャレン

ジしてみます。ちなみに、発表会は聴か

せたい人がいる天国で開く予定です。 

◆山田己智恵会員／先日、すだてに参

加させていただきました。初めての経

験で、暑い日にもかかわらず、海風が

涼しく、新鮮なお魚をおいしくいただ

きました。石髙さんはじめ皆様にお世

話になりありがとうございました。次

回は是非、着替えを持っていき魚をとり

たいと思います。また、原田さんの息子

さんが国際モスクワ音楽コンクールでグ

ランプリをとられました。大変うれしく思い

ます。おめでとうございます。 

◆引田俊一会員／お世話になっております。いつも遅

参して申し訳ありません。先日、父の新盆でお墓参りし

てきました。佐々木和夫さん頑張って闘病してます。頑

張ってほしいです。 

◆細川康治会員／辻ガバナー補佐、ようこそいらっしゃ

いました。卓話楽しみにしています。磯部さん、お久し

ぶりです。 

山田会員のスマイルボックス 

松川委員長 武田委員長 
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皆様、お暑うございます。

コロナへの配慮で長くお会

いできない方も居られます

が、電話で話すとお元気な

様子です。出席を控える旨

の連絡を頂けたら出席扱い

と出来て、お弁当の無駄が

無くなりますので、欠席の

連絡をお願いします。私は、大和徳洲会病院のドッ

クで大腸ポリープを取って貰って、２週間はランニ

ング禁止で引きこもっていました。解禁後の週末は

連日、古木さんの中央林間テニスクラブで朝の８時

からレッスンに参加して、灼熱の暑さを満喫しまし

た。因みに、当クラブOBの加藤さんが、中級クラス

で頑張っていらっしゃいました。いや、お元気で

す。７日に行った「すだて遊び」は大成功でした。

参加された皆様、お疲れさまでした。この時期の家

族会実施には異論もあろうかと思いますが、大型バ

スに半分の乗車、貸し切り船は吹きさらしの換気

で、安心感がありました。見渡す限りの浅瀬に作っ

た「すだて」で、タイなどの立派な魚を捕まえるの

は大人も子供も夢中になる楽しさでしたね。近いの

で、ぜひまた来たいと思いました。会長としては、

数年前に中止となった企画の実現に向け、早い時期

から石高さんに相談していたので、このような状況

で参加者が集まり、本年度のイベントが一つでも実

現できたことは感慨無量です。親睦委員会の皆様、

ありがとうございました。さて、本日は、第６グ

ループ辻ガバナー補佐をお迎えして、再来週に迫っ

た久保田ガバナーの公式訪問に備えたクラブ協議会

です。辻AGから方針などについての説明を頂き、

しっかり準備をして参りたいと思います。 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

【回覧】 

・大和青年会議所 応援プロジェクト事業報告 

・大和市国際化協会 協力指定ガイド 

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 2719回 2020 年 8 月 18 日(火) 

司  会  /   SAA  増正之  君 

斉  唱 / 「奉仕の理想 」 

Ｓ.Ｌ. / 山田己智恵  君   

ゲ ス ト  / RI 第 2780 地区 第 6Gガバナー補佐 

 辻 彰彦 様 

ビジター  / 座間 RC 磯部芳彦 様 



                             

 

 

 

それでは、只今より9月1日に予定している、久保

田ガバナー公式訪問に備えて今年度の2780の地区

の目標をご説明いたします。久保田ガバナーは当

日この目標についての具体策を述べていただきま

す。あらかじめご理解していただき、ガバナーへ

の質問を準備ください。よろしくお願いいたしま

す。 

 

                                           
本日の主題：クラブ協議会 

「ガバナー公式訪問に備えて」 

今年度の活動方針： 

RI第2780地区 第6Gガバナー補佐 

 

    辻 彰彦 様    

今年度の活動方針： 職業に、人生にロータリーを活用しよう 


