
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

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

9月  15日 35(7) 前回 30 88.24 9 吉岡、石高、田辺、川本、原田、植松、山田、引田、丸茂 

9月  29日 35(7) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥12,000 累計 ￥192,900  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   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 20日 (火） 12：30 2727 地区大会を終えて 

   10月 27日（火） 12：30 2728 会員卓話 

   10月 13日（火） 18：30 2726 夜間例会、新会員歓迎会 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 冨岡弘文会員／公式訪問を終え、藤沢ま

での道すがら、久保田ガバナーは、ず～つと、大

和は良いクラブだと言い続けていたと、辻ＡＧか

ら聞きました。懇親会最後の花岡会員の言葉で、

メロメロにされたらしいです。恐るべし！アツコ

姐さん！！ 

◆眞鍋藤正会員／私用により、10月13日の新会員

大歓迎会に出席できません。細川さん、畠山さ

ん、引田さん、丸茂さん、ゴメンナサイ。 

◆ゴルフ同好会 会長 小金澤和夫会員／今年

度、第一回のクラブゴルフコンペを9月9日東名厚

木カントリーで2組（8名）で行い、楽しい1日を過

ごしてきました。優勝は、籾山会員でした。優勝

者は、会長賞を手にして、ニコニコ。冨岡会長心

遣い本当にありがとうございました。 

◆古木通夫会員／ようやく秋のふんいきが！

さぁ、草むしり頑張るぞ！ 

◆籾山豊会員／9月9日（水）に開催された大和Ｒ

Ｃゴルフコンペで会長賞を頂きましたので、スマ

イルさせて頂きます。冨岡会長に感謝！ 

◆武田茂会員／今日、夢で金正恩（キム・ジョン

ウン）と対談をしました。なかなかいいやつでし

た。 

◆増正之会員／今日は、老人の日です。お祝いを

頂きました。スマイルします。 

◆伊藤健司会員／菅野投手の連勝が続いているの

で。今夜も勝ちます！！ 

◆戸張美穂会員／ステイホームも早半年近くの影

響で、両父、舅90才と実父79才、同時に要介護状

態がスタートしてしまい、中々、例会に出られず

におりました。9/15は元の敬老の日ですが、本

日、皆様に久々にお会いし改めて、お元気パワー

に感心しきりです。皆様100才までお元気でいらし

てお祝いいたしましょう♡ 

委員会報告 司会 

【SAA】相原聰君                                        

 

カラオケ同好会 会長 長谷川衛会員／10月20日～

30日に、音のないカラオケ同好会を実施したいと予

定しています。場所：横浜駅 西口 エスカイヤク

ラブ コンフォート178ﾋﾞﾙ9F 

内容：炉辺会合も同時開催 

 

職業奉仕委員会 委員長 相原聰会員／ 職業ミニ卓話募集致しま

す。又、是非、卓話を聞きたい会員の方をご推薦下さい。 

 

親睦委員会 委員長 武田茂会員／新会員大歓迎会を10月13日に予

定しています。奮ってご参加下さい！ 
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急に涼しくなりました。今

年の夏はトライアスロンのレースが全部中止。旅行

にも行かず、何だか何もしないで終わります。それ

よりも、９月までを振り返ると、今年は何もない一

年です。私は、会長に就任する前から、そして今日

も、思いっきりアタマとカラダを使いましたが、そ

の他がヒマだったから出来たのかもしれませんね。

季節の変わり目ですので、健康管理に気を付けて頂

きたいと思います。本日は、例会前に、IMについ

て有志の方に集まって頂き、意見交換を致しまし

た。卓話に向けて良いきっかけとなりました。新入

会員歓迎会を親睦委員会で企画して下さています。

４名の新会員を歓迎する会を、コロナ対策の工夫を

しながら実現したいというものです。座間クラブか

ら、市内でコロナ禍の影響を受けている児童支援の

寄付について提案があり回覧しています 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・9月22日は祝日休会となります。 

・9月29日は、絵画コンクールの 

審査会のため、90分例会となります。 

 

【ポスティング】 

・次第・週報・理事会議事録 

・歓迎会開催案内 

・台北七星RC パワーポイント企画書 

・座間RC コロナ被害児童支援の意見書 

・IMｱｲﾃﾞｨｱﾉｰﾄ・第6G内クラブメンバーへ協力願 

・IMに向けたバーチャル技術の試み 

                                                 

【回覧】  

・職業ミニ卓話について・歓迎会出欠表 

・タウンニュース・ハイライトよねやま 
 

 

 

                                               

三浦 高義 幹事 

2020年9月29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 2723 回 2020 年９月１５日(火) 

     司   会  /    SAA  相原 聰  君  

     斉  唱 /    「我等の生業」   

    Ｓ.Ｌ.   /     戸張 美穂  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし  

 



 

【冨岡会長】 

クラブ活動計画書を作る時点で、９月の中旬までに

IMの基本的な方向は決めておきたいと思いました。

但し、現実には様々な行事が中止となる状況で、2月
にシリウスに人を集めてミーティングを行えるのか疑

問でしたし、環境が整わない場合に、無理に何かをや

ることの意義についても懐疑的でした。年度が始まっ

てガバナー補佐（AG）に地区の方針など尋ねると、

10月頃になる見込みだとのこと。クラブ内の体制も、

委員長と副委員長は理事会に提案し承認されました

が、具体的な方向が決まらないので役割も想定でき

ず、ストップしています。その一方で、会長に向けて

熱心にアイデアを出してくだる方々が居ることを、ク

ラブの誇りと、心強く思っています。ところでAGは

年度が始まると、会議や公式訪問などで多忙を極めま

す。それが済んでからだと時間も限られ、ホストクラ

ブとの連携不足が生まれたりするのだろうと思いま

す。過去にはAGの意を反映できず、ホストに丸投

げ、本会議は外部講師に丸投げという事態が生じてし

まったかもしれません。先週、中クラブを訪問し、

AGとアイデア出しの面談をしました。これを皆さん

にご披露して、中間報告とします。ポイントは、開催

の方向で準備をすること。2月時点のシリウスの利用

制限に対応した会場使用と、インターネット上に作っ

たサイトを使った会式になること。YouTubeで動画を

用意すること、第６グループ内のさまざまな団体を紹

介する機会とすることがAGの希望であることです。  

 

【相原委員長】 

「IMにむけた情報発信の取り組み」 

今回のＩＭはコロナ禍での開催となります。「今まで

はこうだった！」という既成概念は通用しません。 

逆に言えば、コロナ禍だからこその新しい発想、新し

い活動様式を果敢に試せるチャンスとも言えます。下

記に参考の事例を添付しますのでご覧ください。 

 

2020 RIロータリーバーチャル国際大会 

https://youtu.be/SudvOP3RuPk 
 

 

 

 

 

 

・

2660地区ﾛｰﾀｱｸﾄ2019-2021年度地区年次大会 
https://youtu.be/TH61MZGywaQ 

・音楽リモート 

https://www.youtube.com/watch?v=9jKi-1kJLLc 

 

 

・VRデジタル絵画展 

http://taiheiyo-k.jp/dojinten2020 
 

 

 

 

 

 

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

卓話：ＩＭ中間報告 

今年度の活動方針： 

冨岡会長＆相原職業奉仕委員長                              

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」 

本日は神奈川県NO.1 

動物病院である 

「花岡動物病院」さん 

に関する問題です！ 

 

司会は勿論！花岡淳子会員です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犬に多い「誤嚥問題」

など動物病院ならでは

の質問でした。大いに勉強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

戸張さんも“しっかりと”珈琲券ゲットしてました。 

 

珈琲券いただけて、雑学にも詳しくなるW 

ほんとロータリークラブって楽しいですね♬ 

ゴルフ同好会 活動報告  松山さん！お誕生祝い 

����年�月�日 第�回大和5&ゴルフコンペ        松山さん！お誕生日おめでとうございます。 

大和5&会長賞  優勝 籾山豊               これからも宜しくお願いします！！            


