
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

9月  1日 34(7) 前回 28 90.63 4 田辺、植松、引田 

9月  8日 35(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥21,000 累計 ￥170,900  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    9月 15日 (火） 12：30 2723 卓話「ＩＭ中間報告」 

    9月 29日 (火） 12：30 2724 卓話「絵画コンクール審査会」（90分例会） 

    10月 6日（火） 12：30 2725 第２回クラブフォーラム「社会奉仕について」、指名委員会発足 

    9月 22日（火） － － 取り止め例会（祝日週） 

今 

後 

の 

情 

報 

【出席委員会】 
  道岸唯一君                                        

◆RI第2780地区ガバナー（鎌倉RC）久保田英男様RI第2780
地区第6Gガバナー補佐辻彰彦様／第6グループ、そして9月最

初の公式訪問になります。ローターアクト時代から何度とな

く訪問させて頂いているので、「ただいま」という気分で

す。本日はよろしくお願い致します。 

◆会長冨岡弘文会員／久保田ガバナー、御訪問頂き、ありが

とうございます。困難な状況にありますが、親近感を持っ

て、お迎えできる事を幸運に思います。辻ガバナー補佐、い

つもありがとうございます！ 

◆幹事三浦高義会員／久保田ガバナー、辻ガバナー補佐、本

日はようこそお越しいただきました。そして、新会員の丸茂

様、ご入会おめでとうございます。 

◆小金澤和夫会員／厳しい暑さの中、久保田ガバナー及び辻

ガバナー補佐、本日は、公式訪問ご苦労様です。よろしくお

願いいたします。私、久保田ガバナー様には日頃大変お世話

になっておりますのでお会いしたかったのですが、都合が悪

く本日は失礼します。 

◆古木通夫会員／今の目標、糖尿病と仲良くしながら、コロ

ナにかかない事！ 

◆宮東悠会員／久保田地区ガバナー、大和クラブへの「公式

訪問」楽しみにしておりました。よろしく！！    

◆増正之会員／久保田英男ガバナー、辻彰彦ガバナー補佐、

御苦労様です。今日はよろしくお願い致します。大和市内の

コロナ感染者102名になりました。皆様、3密守りましょう！

◆伊藤健司会員／久保田ガバナー、辻ＡＧ、本日はよろしく

お願いします。丸茂さんご入会おめでとうございます。末長

くクラブライフを楽しんでいきましょう。 

◆吉岡善一会員／ガバナー、ガバナー補佐、ようこそいらっ

しゃいました。本日は、よろしくお願いいたします。奥様の

誕生日のお祝いをありがとうございます。 

◆本田誠一会員／久保田ガバナー、辻ガバナー補佐、ようこ

そ大和ロータリーにお越し頂きありがとうございます。卓話

楽しみにしております。新入会員と

なった丸茂清和さん、これから共に楽

しく活動してゆきましょう。皆様、可

愛がって下さい。 

◆細川康治会員／久保田ガバナー、辻

ガバナー補佐、本日はよろしくお願い

致します。丸茂さん、ロータリー、一

緒に楽しみましょう。  

昨年度新入会員記念バッジ贈呈式 委員会報告 司会 

【SAA】 
 相原聰君                                       
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本日はガバナー公式訪問で

す。何度かお話ししましたよう

に、久保田ガバナーに対して

は、勝手に親近感を持ってい

て、大和クラブにガバナーとし

てお迎えできる日を楽しみにし

ておりました。 
例会前に別室にて、理事役員

の皆様と共に、ガバナー及びガ

バナー補佐と意見交換を致しま

した。ガバナーからは活気があ

るとお褒めの言葉を頂戴し、嬉しかったのですが、私

はむしろメンバーの皆さんが、今の大和クラブがとて

も楽しく、良いクラブだと思うとガバナーに向けて話

される姿に感動してしまいました。私の「職業に、人

生に、ロータリーを活用しよう」というテーマは、大

和クラブが自分にとって楽しく有意義であると自覚し

て頂くことと同意義だからです。 
職業倫理を持った仲間とフェアーな仕事をして、や

がて親友になれたら素晴らしいとロータリークラブは

作られました。そんな仲間が増えると、自分たちの人

生も豊かになるという事です。 
本日のガバナー公式訪問は、新会員の入会式と言う

素晴らしい儀式を合わせて出来ました。丸茂清和さ

ん、ようこそ大和ロータリークラブへ。ガバナーから

入会のバッジをつけて頂けるのは光栄です。大和ロー

タリークラブが丸茂さんにとって価値あるものとなり

ますように願っております。 

 
 

 

例会後にはガバナーを囲んでクラブ協議会を行いま

す。和やかな会となることと思います。コロナ禍に

あって無理は禁物ですが、宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

・例会終了後はガバナーとの懇談会 

 となります。 

・タウンニュース8/28（金）号に、 

 RI第2780地区ガバナー久保田英男様   

 が掲載されています。 

 

【ポスティング】・次第・週報・ 

 2019-2020年度伊藤年度活動報告書 

 

【回覧】・ロータリー文庫WEBサイト利用方法に 

 ついて/文書配信のお願い 

 

 

 

                                               

三浦 高義 幹事 

2020年9月8日発行・編集：伊藤 

  
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 2721 回 2020 年９月１日(火) 

     司   会  /    SAA  相原 聰  君  

     斉  唱 /    「君が代」「四つのテスト」   

    Ｓ.Ｌ.   /     原田 賢  君      

    ゲ ス ト  /  RI 第 2780 地区ガバナー 久保田英男様  

            RI 第 2780 地区第 6G ガバナー補佐 辻彰彦様 

    ビジター  /  なし  



 

 大和クラブは元気で明るく、活発なよいクラブであ

ります。本日は大和クラブが今年度の活動を充実させ

るためにどのように活動を形づくればよいか、クラブ

の一員となって対話をしたいと思います。ロータリー

クラブは1905年にシカゴで生まれ、荒廃した社会に職

業倫理の構築をする団体として生まれました。当時安

心して信頼した仲間と昼食を共にする事を会員は楽し

んでおりました。今日はまさにその雰囲気を大和クラ

ブに感じております。大和クラブの本田会長エレクト

がかつて入会式に森ガバナーに会員バッジを授与され

たのは東北大震災の直後であったように、新会員の丸

茂様にバッジを授与した本日はコロナ禍の中でありま

す。丸茂様も9年後本田エレクトのように会長になら

れるようにご活躍を期待したいと思います。今年度の

活動はこのような状況の中でもう少しの我慢が必要と

なります。6月の国際大会もバーチャルとなり、10月
の地区大会は1日のみの縮小開催となり、参加人数も

限られてしまいます。しかしコロナ禍は考える時間を

与えてくれ、今までの活動の不要な部分を整理シた

り、考え方を見直すよいチャンスを与えてくれまし

た。東北の震災を乗り越えた実績のある日本がコロナ

禍を乗り越える姿を世界に先駆けて示す必要があるで

しょう。60年前に大和クラブを立ち上げた革新的な会

員が築いてきた活動が100年まで継続できるようにす

るには今日どのような行動をとればよいか対話をした

いと思います。地区のクラブ会員の増強目標が2500人
という数値を1年かけて各クラブの状況を分析して出

してきました。本年度の国際ロータリーのお知らせが

あります。既存の6つの重点分野に加える7つ目の「環

境保全」の項目が今年度7月に掲げられました。ガバ

ナー通信、ロータリーの友はペーパレスにする動きは

ありませんが、少しでも早く見たい方のため、オンラ

インで閲覧可能にいたします。  

 

クラブ協議会 懇談会「ガバナーを囲んで」 

～クラブ会員から久保田ガバナーへの質問～ 
  

私は地区から情報を伝達しに来たのではなく、このク

ラブの発展のために、クラブの一員になって対話をし

たいと思います。 

冨岡会長：久保田様がガバナーという大変な役割を引

き受けた理由を教えてください。 

久保田ガバナー（以下久保田G）：ローターアクト時

代にガバナーほどの地位の方が同じ目線で話しかけて

下さりました。とてもカッコイイ大人に感じました。

自分もそのような大人

になりたいと思いまし

た。 ロータリーの会

員になって活動するよ

うになり、公私共にス

キルが向上することを

感じておりました。頼

まれたことは断らなく

なっていました。そこ

でガバナーのオファー

を即答で承諾いたしま

した。 

松川会員：コロナ禍の

下、地区の活動方針を

どのように考えますか？オンラインのような手段は不

得手なクラブであります。他のクラブの状況をみて参

考になる情報があれば伺いたいと思います。 

久保田G：コロナ禍はロータリー活動を見直すチャン

スと考えております。今までの活動を見直し、変えて

行く時間を与えてくれています。伊勢原平成クラブは

17、18名くらいのメンバーでZOOMを使い例会を行

なっております。会員には同じ弁当が宅配され、

PAYPAYで決済する方法をとっております。 

また、大阪の地区では創立40年くらいのクラブが5月
からZOOMで例会を行なうにあたって、若年の会員が

年配の会員のITの設定を事業所に出向き行なった時期

がありました。会場に例会が戻ると今まで分かれてい

た席は自然に年齢差がなくなってコミュニケーション

がとれるようになり、コロナ禍の下、新しく発展した

状態が生まれてきました。リモートを無理強いせず、

サポートに積極的に時間をかけて行なったことがよ

かったと思います。 

相原会員：会員増強について、大和クラブはかつて

100名以上が在籍しておりました。現在は30名を少し

上回る状態が続いております。今後40名以上の会員に

増強する場合、入会後の会員維持として根本的にクラ

ブの内容を見直す必要があるように思います。どのよ

うにすればよいでしょうか？ 

久保田G：よくある質問です。まず自分自身をモデル

として方法を考えてみるとよいと思います。自分がク

ラブ会員でい続けた理由は何であるか？座席の決め方

を含めどのような活動体系をとったらよいか考えてみ

てください。 

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

「ガバナー卓話」 

今年度の活動方針： 

RI第2780地区ガバナー久保田英男様（鎌倉RC)                              

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3回クラブ協議会 懇談会「ガバナーを囲んで」 

なにも言えないままの新会員がいないか？気遣ってく

ださい。鎌倉クラブはかつて50名の会員でしたが現在

10年間かけて80名に増強できております。会員増強が

できた要因は退会者がいなかったことです。気遣った

ことは、クラブを楽しくすること、親睦、同好会など

で工夫しました。小規模でも大規模でもない状態に若

年層を年配層の間をつなぐことが重要です。ロータ

リーのアイコンとイメージを結びつけるストーリーが

必要です。将来のロータリアンの青少年とロータリー

をつなぐ工夫も必要です。 

本田会員：台湾の姉妹クラブと小学校の図書館の協同

奉仕活動を行ないました。ロータリアン個々の力は感

じるが、結集したときの強さを出すには何か大きな目

標が必要ではないか。本日はとても参考になりまし

た。 

久保田G：ロータリアンの個の力はいつも感じている

が、全体をつなぐにはどうすればよいか、この一年が

んばってみます。 

細川会員：秋田と新潟は地区の会員が増加しているが

何か情報はありませんか 

久保田G：地区が大きな方針を打ち出したようです。

籾山会員：いろいろな方と会える、このような機会は

他にはない。ロータリーの魅力である。 

久保田G：出会いのチャンスがあることがロータリー

の魅力ですね。 

花岡会員：久保田ガバナーはいままでで一番腰が低

く、魅力的な方と思います。即答で許諾するところが

男らしいと思います。亡き主人にプロポーズされたと

き即答したことを思い出します。久保田ガバナーの下

で活動できて幸せです。  

久保田G：ありがとうございます。プロポーズの話し

は詳しく聞いてみたいです。 

伊藤（彦）会員：ローターアクトが大和クラブにあっ

た時代の担当経験者が健在なので、復活の機会を造り

たいと思っております。 

辻ガバナー補佐：大和3クラ

ブでローターアクトを造れ

ばよい。 

久保田G：クラブで会員の

得意分野を活かし第2職業分

類を作成し、地域の子供た

ちと接点を持てると有意義

であります。奉仕活動は大

和市のためにする必要があ

ります。青少年を育成し、

将来子供たちが地元で起業

し、大和市に根ざす人材に

なってほしいと思います。

時間をかけてじっくり育

て、単年度より長期プロ

ジェクトを推奨します。 

伊藤（健）会員：大和クラブは冨岡会長のエネルギッ

シュな計画が浸透しております。これから2780地区の

中で未来に向けていかに繋がってゆくか、例会を中心

にクラブも地区も久保田ガバナーの元、正のスパイラ

ルに導いていただきたい。 

三浦幹事：体験を共有し大和のイメージをひとつに自

然な気づきが深まって行くように活動したい。楽しい

行事や活動を会員自身がしていないと、会員を勧誘す

る気持ちにはならないと思います。 

 

久保田G：何より会員が活動を通して、楽しい気分に

なることが大切であります。社会奉仕自体はNPO法人

の方がスキルは上です。ロータリークラブの活動で人

や社会をつなぐ隙間はたくさんあり共有できることま

す。ロータリー活動のよさは自由に気づく体験をで

す。  

 

 

入会式 丸茂清和様 ㈱丸茂工務店 

【住宅のリフォームを専門に扱っています。お気軽にご相談下さい】 
 事業所住所：大和市大和東２－１０－５ TEL046-200-2066                                      

 URL: https://www.marumokoumuten.com/  


