
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

9月  1日 35(7) 前々回 28 90.63 4 田辺、植松、引田 

9月  8日 35(7) 前回 30 88.24 4 田辺、原田、植松、畠山 

9月  15日 35(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥10,000 累計 ￥180,900  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    9月 22日 (火） － － 取り止め例会（祝日週） 

   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 

   10月 13日（火） － － 振替休会（10/17/18分） 

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

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長冨岡弘文会員／先週は、大和クラブのメン

バーが、久保田ガバナーと心を通わせられた一日

となりました。会長としては、皆様に感謝したい

気持ちです。地区大会にも、皆さんと行きたいの

に残念ですね。 

◆古木通夫会員／今朝の血糖値は、3年ぶりに86！
今日の秋風、快晴の気分良くスマイルします！ 

◆中戸川公明会員／冨岡会長、三浦幹事、本年も

宜しくお願いします。 

◆増正之会員／大和市コロナ感染者110名になりま

した。3密守りましょう！ 

 

◆伊藤健司会員／ジャイアンツが独走態勢になり

ましたので。 

◆本田誠一会員／毎年、台湾七星ロータリーと大

和ロータリーの友好を深めている訳ですが、私は

いつも会場の隣にある仕立屋さんでスーツを作っ

てもらっています。先日、台湾から小包が届き、

中にジャケット2着とマスク40枚が入っていまし

た。好意に涙しました。 

委員会報告 司会 

【SAA】 
 相原聰君                                         

出席報告 出席委員会 道岸唯一君  

 

会計花岡淳子会員／会長、幹事のお力添えにより、先月末の早い段階で全

員の会費納入が済みました。皆様、ご協力ありがとうございました。後半

もよろしくお願い致します。 

 

姉妹友好クラブ委員長伊藤彦二会員／「ロータリーの友」9月号に、大和

ロータリークラブの松川健治会員が投稿した台湾の姉妹友好クラブからの

友情の贈り物と言う題名で18ページに記載されています。 

 

地区職業奉仕委員会伊藤彦二会員／9月4日第2回地区委員会が藤沢で開催さ

れ、2021年1月の職業奉仕月間の「テーマと卓話」についての話し合いが行

われ、これから毎月1回第1金曜日を予定しています。 
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 西日本に被害を及ぼした台風は

過ぎ去ってくれましたが、コロナ

ウイルスは留まっていて、なかな

かお会いできないメンバーを寂し

く思います。一方で、先週は新会

員をお迎えできました。丸茂さん、大和クラブへようこそ、一

緒に盛り上がって参りましょう！新しい方にはロータリーの作

法などを伝えなければと思います。例えば、出席義務です。

ロータリーの本質は例会に出席して仲間と親睦を深めること。

自分のクラブの例会に出られない場合は、他のクラブの例会に

出席するのがメイキャップです。私も欠席が多く、近隣クラブ

で良くメイキャップをしました。すると地元に知り合いが増え

ます。馴れると良いもんです。初めての時には紹介者に同行し

てもらうと良いかもしれない。私に声を掛けて下さっても構い

ません。近年はインターネットによるメイキャップもありま

す。時間と費用は節約できて便利ですが、人との触れ合いは望

めません。ガバナー公式訪問は、ガバナーの親しみやすい人柄

と、大和クラブの元気で明るい雰囲気がマッチして、素晴らし

い成果を挙げられたと思います。まず、ガバナーが例会場に入

られるときに、皆さんで列を作ってお迎えをして下さいまし

た。私は他所のクラブがどのようにしているのか分かりません

が、珍しいことではないかと推測します。ガバナーも嬉しかっ

たでしょうし、卓話や懇親会までの盛り上がりにつながったの

ではないでしょうか。以前、メイキャップに来られた方が、ご

自身がビジター紹介された際に、メンバーが握手をしに来てく 

 

 

れて驚いたと聞いたことがあるからです。こういったホスピタ

リティー精神も、素晴らしい財産だなと実感します。最後に、

前年度の活動報告書が配られましたね。私の記憶では、毎年作

成されていたものでは無いでしょう。伊藤会長の発案で、松川

幹事が取り纏められたとか。一年間を振り返り、記録としても

価値がある取り組みなので、私達も作り方など教わりました。  

 

 

 

 

 

・9月ロータリーレート106円です。 

・10月18日（日）の地区大会出席者は、会

長・会長エレクト、幹事の3名です。 

・10月25日（日）イオンモール大和にて献血

活動です。 

・丸茂会員の会員名簿をポスティングしてい

ます。職業分類建設土木→建設に修正をお願いいたしま

す。 

【ポスティング】・次第・週報・すだて収支報告・丸茂

会員会員名簿・ガバナー月信※ 

【回覧】・ガバナー公式訪問御礼状・日本のロータリー

100周年切手の発行について・ロータリー・医療物資支

援プロジェクト第2弾医療用マスクのご案内  

 

三浦 高義 幹事 

2020年9月15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 2722 回 2020 年９月８日(火) 

     司   会  /    SAA  相原 聰  君  

     斉  唱 /    「我等の生業」   

    Ｓ.Ｌ.   /     山田 己智恵  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし  

 



 

 大和市も新型コロナウイルスの影響で患者数が増え

ていますので、注意が必要です。今は熱中症、インフ

ルエンザもありますのでさらに気を引き締めて行きま

しょう。 

 高座の庄清風への影響１月～3月の段階では、そこ

までは影響はありませんでしたが、新型コロナウイル

スの影響により４月～５月は利用者からキャンセルの

申し出があり、利用率は0%でした。今後の予定に敬

老の集いや年末の予定などもありましたがキャンセル

となり、多少影響は残っています。現在は公文の書道

教室、大和倫理法人会、ボクササイズのフィットネ

ス、渋谷小学校の体操教室などが再開し、徐々にでは

ありますが戻ってきています。 

 飲食店はまだまだ影響があり大変だと思いますの

で、早く戻ってくれることを願っています。庭に設置

してある舞台は現在改修のために使用中止となってい

ます。 

 

 国内では座間ロータリークラブが新型コロナウイル

ス感染対策支援プロジェクトで病院へ様々な寄贈が行

われました。イタリアやフィリピン等でも様々な活動

が行われ、ロータリークラブは活動を止めずに前に進

み続けています。 

  

これからの生活様式について、新型コロナウイルスの

ワクチン開発、特効薬の完成、これから先も未知のウ

イルスが誕生など考えると、今の生活様式がすぐに元

に戻る可能性は低いのかも知れません。そしてこの生

活様式が普通となるのかも知れません。ただ、今の生

活様式は人数制限により並ぶ必要がない、オンライン

会議により移動時間がかからない、オンライン授業に

やり経済格差を減らすなどメリットもあると思いま

す。５Ｇになればさらに進むことでしょう。AIなどで

管理できるところは管理し時間を有効に使うことも可

能です。今後どのようにコロナとデジタル、そして

ロータリーが関わっていくのか考える時です。 

 その一つとしてZOOMなどのオンラインでの例会出

席です。田辺会員や佐々木会員や植松会員の皆様が

ZOOMで参加して頂いています。他クラブへメー

キャップも良いことですが、自クラブへ参加するのが

基本ですので、ぜひご活用頂ければと思います。他の

クラブではZOOM使用は勿論、電子マネーでの寄付も

あるようです。様々な工夫がされオンラインの活用を

しています。そのまま取り入れるのではなく参考にし

て大和に合う形で取り入れていくことが大事思いま

す。ZOOMの使い方に

よっては、花巻南ロー

タリークラブの方や台

北七星ロータリークラ

ブの皆さんも例会に参

加することが可能です

し、過去の交換留学生

や米山奨学生の卓話も

可能にしやすい環境に

なりました。 

 

 

 

 

 そして、コロナ渦ですのでインターシティミーティ

ング（都市連合会）も通常通り行うことは不可能で

す。今までと違った形のインターシティミーティング

になります。初めての形になると思いますので、壁も

あり、不手際もあるかも知れませんが、会員一人一人

が自分なりに考え、会員皆さんの力で乗り越え、辻

AGの想いを形にしたいと思います。 

  

そして、来年度は記念すべき６０周年です。立ち止ま

らずにできる範囲で挑戦し、大和ロータリークラブの

新たなるステップにしていけたらと思います。 

                                           
  卓話「コロナ禍における活動様式」 

卓話：コロナ禍における活動様式 

今年度の活動方針： 

松川健治会員                              

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 

   親睦・ロータリー家族委員会「本日のクイズ」 

司会進行は入会間もな

いのにすっかりなじんで

いる 細川さん！ 

 

 

 

ルールは簡単明瞭！最初はメンバー全員総立

ちで、間違えたら座っていくという残るメンバーに 

注目が自然と集まるルールです（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12問は用意してあった質問も僅か

数問で決着となりました。 

 

自称クイズに強い私は勿論最終問題まで残りま

したよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞品は北京飯店様より美味しい「珈琲券」をいた

だきました。 

 

個人的には「紹興酒券」や「生ビール券の方が嬉

しいのですが・・・ 

ロータリーバッジ授与式 丸茂清和様  

氏 名：丸茂 清和（まるも きよかず）様 

誕生日： １９７２年６月１９日（ふたご座）血液型：ＡＢ型 

職業分類： 建  設 

 

 【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/  


