
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

8月  25日 34(7) 前回 28 84.85 5 吉岡、本田、植松、原田、田辺 

9月   1日 34(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥17,900 累計 ￥149,900  

  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 

【出席委員会】 
 眞鍋藤正委員長                                        

◆会長 冨岡弘文会員／早くも新しい仲間が増え

そうで、ワクワクしています。本田増強委員長パワフ

ルです。 

 

◆佐々木和夫会員／39年皆出席祝いありがとうござ

います。思えば、入会時28才で、道岸さん、眞鍋さ

んには出席について、かなりしぼられたんですよ。

従って現在の私があるのです。皆様ありがとう。 

 

◆古木通夫会員／熱中症に負けない草むしり！な

かなか大変です！ 

 

◆増正之会員／8月25日現在、大和市のコロナ感

染者99名になりました。お互い気を付けましょう。 

 

◆古川毅会員／皆さんこんにちは。未だコロナ感染

が猛威を振るっていま

すね、感染しないよう

に注意して下さい。今

日も例会を欠席致しま

すが、皆さん、妻の誕

生日祝い有難うござい

ます。今日も会員の皆

様にとって素晴らしい

一日でありますように。 

 

◆相原聰会員／本日

は、誕生日のお祝いを頂きましてありがとうございま 

す。 

お誕生日おめでとうございます！ 委員会報告 司会 

【SAA】 
 増正之委員                                       

相原聰君                         
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先週は、辻ガバナー補佐

を迎えて、次週の久保田

ガバナーの公式訪問に備

えた事前説明をして下さ

いました。スライドと分

かりやすい説明で有意義

だったと思います。ここ

数年はガバナーのプロ

モーションビデオで、趣味のフルート演奏など拝見

したりしましたが、基本に立ち返り、久保田ガバ

ナーのお人柄を窺えるものと思いました。これまで

に数度お話をした印象では、とても誠実で腰の低い

方だと思います。個人的にも同い年という事で、勝

手に親近感を抱いておりますので、次週が楽しみで

す。 

辻AGとは例会後にIMについて、メンバーの有志の方

も交えて意見交換をしました。せっかくシリウスを

確保できたので、ネット配信など新たな形式をイ

メージしつつ実現に向けた取り組みをしていくこと

が確認できました。 

本日は例会前に理事役員会を開きました。台湾七星

RCから合同奉仕事業の提案が見込まれるので、以前

の同様の取り組みついて情報共有を致しました。更

に、新会員候補について諸手続きを急いで進めてお

りましたが、理事会での最終評決も経て、良い結果

が得られそうな状況です。 

本田会員増強委員長は、大変張り切って下さってい

ますので、会長としては感謝感謝でございます。本

日の会員増強をテーマとしたクラブフォーラムが良

いきっかけとなることを願っております。 

 

 

 

 

・9/1（火）ガバナー公式訪問 

です。例会終了後は懇談会です。 

【ポスティング】 

・次第 

・週報 

・クラブフォーラム 

  会員増強資料 

・ガバナー月信 ※ 

【回覧】  

・大和市社会福祉協議会 社協だより 

・アムダ 年次報告 

・東京ゆうほうえん様ご案内 

 

三浦 高義 幹事 
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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 2720回 2020 年 8 月 25 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  /  なし   

    ビジター  /  なし  

 



 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。そ

れに関連し「会員増強進捗報告」ということでクラ

ブフォーラムを開催します。 

冨岡年度はスタートしたばかりですが、会員増強

においては、「鉄は熱いうちに打て」というように

新年度の一番パワフルな時期にクラブが一丸と

なり会員増強に取り組むことが大切です。 

進捗状況に関しては資料を添付していますので

ご覧いただきたいと存じます。本年度新たに情報

追加された方は丸茂さん以下３名となります。そ

れより上に記載の方は継続して増強活動にあた

りますが、「私はこの方知っている。」とか「私も力

になれる。」等々ございましたら増強委員会まで

ご一報下さい。 

 

丸茂さんは来週の例会で認証式の予定となりま

すので皆さんも奮ってご参加いただき、名刺交換

をしていただきたいと思います。 

 

ロータリークラブは多種多様な会員を有すること

が特徴ですが、なぜクラブには会員増強が必要

なのでしょうか？こんな厳しい時代にロータリーど

ころじゃないよ！という切実な訴えも理解は出来

ます。私は、しかしながらこんな時代だからこそ

「ロータリークラブ」が必要だと思います。 

私のことを例にして少しお話をいたします。ご存

じの通り、今年の１月に父が他界しました。あまり

に突然の出来事で茫然としていましたが、クラブ

の沢山の方から励ましの言葉をいただき何とかこ

こまで歩いて来ることが出来ました。相続におい

ては何の準備もしていませんでしたので慌てまし

たが、メンバーである冨岡会長に助けていただき

最良の方法を示していただいています。我が家

には愛犬メネがいますが、前の犬のルーシー以

来、今は亡き花岡先生を始め、淳子さん率いる

花岡動物病院の皆さんにお世話になっていま

す。現在、事業の

収益性向上のた

め小さな土地の

運用を模索して

いますが、建築

プランのアドバイ

スは相原さんに

いただいていま

す。昨年夏、テナ

ントエアコンが突

然の故障で右往

左往しましたが、

石高さんに早急

に対応いただき

事なきを得ました。家内は地元のスーパーよりも

全国より自身の目利きで品揃えをしているヘルス

ロードさんに通う毎日です。先日は一緒に引田先

生のクリニックでガンドッグを受診しました。ヘア

カットは勿論BOND HONDAです。また釣り同好

会の存在は日ごろの生活の癒しの場所になって

います。 

 

このようにロータリークラブの皆さんとの関係をあ

げれば枚挙に暇がありません。これは取りも直さ

ずロータリークラブは「信頼できる人たち」の集ま

りで、それは人生を豊かにする「王道」だと感じて

います。 

皆さんは「職業分類表」をご覧になったことはあり

ますよね。自身の仕事に！日ごろのお付き合い

に！こんな職種の方が居てくれたら！そんな感

覚で職業分類表を眺めて未充填職業を埋めて

いく。これはロータリーを通して人生を豊かにする

ことに他なりません。話が長くなりましたが、ここで

本年度会長として「増強に懸ける熱い思いを冨

岡会長よりいただきたいと存じます。それでは会

長宜しくお願いします。 

                                           
本日の主題：第１回クラブフォーラム 

第１回クラブフォーラム「会員増強進捗報告」 

今年度の活動方針： 

会員増強委員会                              

副委員長 伊藤健司 

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 

 

第１回クラブフォーラム「会員増強進捗報告」 

（後半）                         

会長 富岡弘文 

会長として、私の活動方針は「職業に、人生に、

ロータリーを活用しよう」です。 

只今、伊藤さんから具体的な話があったように、

ロータリーによって、仕事や人生が更に豊かなも

のになっています。 

 

そもそもロータリーの発祥が、互いに信頼できる

取引をして、仕事の付き合いがそのまま親友関

係に繋がるような仲間を作りたいという趣旨でし

た。ロータリーが誕生した２０世紀初頭は、アメリ

カでは鉄道網が発達しつつ活気がありました。し

かし一方では金儲け主義がはびこり、詐欺や不

正が多発して職業倫理感が喪失した時代でし

た。１００年以上経った現在においても、クラブに

信頼できる職業人の仲間が増えると、仕事でも人

生でもロータリーを活用する機会が増え、皆が豊

かになる訳です。尤も、４０名居ると、クラブの運

営資金が安定するという事も重要なのですが。 

 

 クラブ活動計画書の４４ページに職業分類表が

載っています。メンバーの職業分類を見られるの

ですが、役に立つのは「未充填職業」です。例え

ば私は司法書士さんがメンバーに居たら良いな

と思います。どなたか

候補者は居ませんで

しょうか？良い仲間が

増えることで、ロータ

リーを活用する機会

が増える事にもなる訳

です。 

 

 昨年度の会員増強

委員長として、候補者

カルテとアクション進

捗管理表を作りまし

た。私が考えて、副委

員長の三浦さんがエクセルシートにして下さった

ものです。 

 会社の事業計画同様に、漠然とした声掛けだ

けでは戦略とは言えず、具体的な行動指針とス

ケジュール管理が成果を得るには必須です。 

 

皆さん、現時点での入会の可能性は気にせず、

信頼できる人の名前を書いて見て下さい。良い

人の情報が集まるとワクワクして、機運が高まると

思います。 

家族会「すだて」  2020年8月 祝！ 皆出席・在籍年数 

【詳しくは、別紙をご覧ください】 
佐々木和夫君 

   在籍：39年 

  皆出席：39年                       


