
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

10月  13日 35(8) 前々回 30 90.9 3 佐々木、山田、引田 

10月  20日 35(8) 前回 31 93.9 2 佐々木、森川 

10月  27日 35(8) 本日     

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

  スマイルBOX   本日  ￥5.000 累計 ￥254,900  

  日付 時間 回数 プログラム内容 

   11月  3日 (火） - - 取止め例会（祝日週） 

   11月 10日 (火） -  振替え休会 

   11月 17日（火） 12：30 2730 第３回クラブフォーラム「名簿、細則内規について」 

   11月  8日（日） 11：00 2729 移動例会、絵画コンクール 

今 

後 

の 

情 

報 

◆会長 冨岡弘文会員／先週は、還暦のお祝いを

して頂き、ありがとうございました。ちゃんちゃ

んこは恥ずかしかったけど、嬉しかったです。先

輩方の仲間入り、よろしくお願いします。歓迎会

の２次会は、カミさんの誕生日で参加できず残念

でした。長谷川夫人のジュディオングのバックダ

ンサーを三浦幹事が代わりに務めてくれたそうで

良かったです。 

◆古木通夫会員／ようやく晴れました！これか

ら、うれしい草むしりだ！ 

◆増正之会員／コロナウイルス、大和市内感染

者、昨日2名で合計185人になりました。 

◆伊藤健司会員／ジャイアンツのマジックが着実

に減っていますので！！秋風が心地良い季節にな

りましたね。 

委員会報告 

親睦委員会のボス 

武田委員長                              

 

 

親睦・ロータリー家族委員会 委員長 武田茂会員／新人歓迎会の件。 

 

社会奉仕委員会 委員長 増正之会員／10月25日（日）AM10時～イオン駐車場にて、献血。ご協力

よろしくお願いします。 

 

プログラム委員会 委員長 松川健治会員／27日のプログラムについて。 

 

カラオケ同好会 会長 長谷川衛会員／カラオケ同好会 11月13日（金） 

献血活動参加呼びかけ  

増 社会奉仕委員長                                       

 

カメラ目線は外せ

ません！ 

松川 プログラム委

員長                                

 

歌♪は無くても良い集

まりを！ 

長谷川 同好会長                                    
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 先週は地区大会を例会扱い出来ないことから、急遽

例会を開催しました。新入会員歓迎会を合わせること

で、予算面でもいい取り組みができたと思います。私

まで派手なお祝いをありがとうございました。会長を

還暦の年に迎えられてラッキーでした。 

 ロータリーは7月からが新年度ですね。12月に次の

次の会長が決まって、7月までが会長ノミニーと言う

身分。就任一年前の7月からは会長エレクトとなりま

す。準備期間が1年半、就任期間が1年。合計2年半と

言うわけです。地区大会ではガバナーノミニーまで紹

介がありました。 

 最後に寄付について説明します。ロータリー世界共

通の寄付として、ロータリー財団への寄付がありま

す。以前は一人100ドルでしたが、ポリオ撲滅など高

い目標があって、現在は200ドルを求められていま

す。その意義と成果は11月に解説します。 

 日本にロータリーが出来て今年は100周年です。 

功労者である米山梅吉氏の名前を冠する、我が国独自

の奨学制度は、充実した内容で高い成果を挙げていま

す。以前は強制感が強かった寄付ですが、現在、大和

クラブでは個人の意思を尊重しています。その一方、

声掛けが足りないと忘れる方も居られるので、初めて

の試みとして、寄付金封筒を作成しました。ご自身の

お考えを金額にして事務局までお届けください。 

 

 

 

 

・クラブを名乗ったなりすましメー

ルが届いております。「内容に心当

たりがない怪しいメール」や「業務

に無関係なメール」を受信された場

合は、ウイルス感染や不正アクセルなどの危険があり

ますので、添付のファイスの開封、本文中のＵＲＬの

クリックを行わず、メールごと削除していただくよう

お願いいたします。 

・10月25日(日)イオンモール大和で献血活動を行いま

す。 

【配付物】 

・次第・週報・米山記念奨学会 特別寄付 封筒 

・ガバナー月信         

【回覧】  

・10/25（日）献血活動出席確認・やまと社協だより 

・大和市国際化協会 PAL                                               

 

三浦高義幹事 
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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 2727 回 2020 年 10 月 20 日(火) 

     司   会  /    SAA  山田 己智恵 君  

     斉  唱 /   「それでこそロータリー」   

    Ｓ.Ｌ.   /      相原 聰  君      

    ゲ ス ト  /  なし 

    ビジター  /  なし  

 フレッシュな司会＆スマイル 



 

新型コロナウイルス感染予防の見地から、今年

の地区大会は、地区役員、パストガバナーの他

に、クラブからは会長・幹事・会長エレクトの

みの参加となりました。 

 例会プログラムでは協議会を予定していまし

たが、参加出来なかった新会員の皆様に参考と

なるコメントを添えて、私からの報告の時間と

させていただきます。 

 

 冒頭で特別顧問として、鎌倉RCの菅原パス

トガバナーが挨拶されました。 

パストガバナーととは、 地区のリーダーたる

ガバナー経験者のことを言います。 

PGと略されたりします。因みに、PPとは何で

しょう？クラブ会長経験者のことですね。 

 

 菅原ガバナーの８年前に鎌倉で地区大会があ

りました。当時、私は幹事でした。会長幹事が

出席する初日の会議と、その夜にRIの方を歓迎

するパーティーに参加しました。歌手の方や、

日本舞踊などの舞台もあり、それは華やかでし

た。午前中には観光を兼ねたエスカレーション

も催されたようです。一般会員は２日目の本会

議に参加します。 

 

 本年度、鎌倉RCはその時の経験を活かして

さらに充実の大会を目指していたそうですが、

初日の行事はすべて中止となりました。 

 

 唯一、時間を大幅に短縮して開かれた本会議

ですが、挨拶は最小限。講演会などもなしで、

例年の本会議とは全く違った内容でした。 

 

 

 表彰の案内は行われました。 

 大和クラブでは、今年も道岸さん、松川さ

ん、真鍋さんが長寿会員表彰と発表されまし

た。私も誇らしく思いました。 

 

 クラブへの表彰では、大和ロータリークラブ

はロータリー賞を受けました。 

意外に受賞クラブは少なく９クラブ程です。 

前年度の伊藤彦二会長と松川幹事の努力の成

果。大会後に舞台

に上がり記念撮影

がありました。 

 

 後半では、ロー

タリーに属する、

ロ ー タ ア ク ト、

ローテックスや、

奨学生の会など多

くの団体が映像に

よる自己紹介で登

場しました。 

 

 最後に久保田ガバナーの挨拶ですが、無念さ 

が滲み出ていました。 

 

 ３回も会場を変更したそうです。企画しては

変更を繰り返し、思ったことが次々出来なくな

る状況。地区幹事をはじめホストが諦めずに今

日にたどり着いたそうです。最後は涙声でし

た。 

 

地区の現況報告では、前年度2,000万円の収入

のうち、500万円の余剰金となった。 

財団資金の多くが、ポリオ撲滅に充てられてい

るが、今年は日本のロータリー誕生100年にあ

たり、その1920年はヨーロッパで猛威を振

るったスペイン風邪が日本で流行して非常に厳

しい年であった。 

そして、関東大震災では、世界中のロータリア

ンから日本に支援が届けられた。 

このように、財団寄付金の意義を訴えられまし

た。 

 また、地区大会は残念な規模になったけれ

ど、インターシティーミーティングは、是非と

もやって欲しいと仰いました。こんな時代だか

らこそと。我々は、準備を進めていて良かった

と思いました。 

 

最後におまけの話ですが、久保田がバナーの奥

さんが若くてビックリ。席が近い会長仲間で盛

り上がりましたとさ。 

                                           

  卓話「コロナ禍における活動様式」 

第4回クラブ協議会：地区大会を終えて 

今年度の活動方針： 

冨岡会長                              

 

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」 

日本には、高い山、険しい山があります。 

さて、誰もが知っている右の山で、3,000ｍを超え

ないのはどれ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

今日の出題は、親睦委員会のドン、石高さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  意外に多くの正解者が！ さすが、登山家の

伊藤健司さんは、標高までご存知でした。 

 お休みした方は、ドンに正解を聞いて下さい。 

珈琲券が集まりましたね、例会後にもお楽しみ♬ 

入会祝い！引田会員 

 地区大会にて ロータリー賞 受賞！ 

伊藤年度の、努力の賜物です。 

舞台の中央が久保田ガバナー、隣に大和クラブ冨岡会長                             

 

お友達の多い引田さん。 

早々に新会員候補をご紹介頂き有難うござ

います！ 

 

似顔絵タグ付き、お酒の記念品。 

 

歓迎会は、また都合のつくときに。 

入会２年後に歓迎会が出来た人もいるから 

大丈夫ですよね？ 川本さん♪ 

 


